
 

 

別表 3 

 
第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

 産業、通商、社会で必要とされ

る試験、検査や分析の結果に国

際同等性を証明する技術的根拠

を与え、先端技術開発や産業化

の基盤となる計量の標準を整備

するとともに、計量法で規定され

ている法定計量業務を適確に実

施することにより、我が国経済活

動の国際市場での円滑な発展、

国内産業の競争力の維持・強化

と新規産業の創出の支援及び国

民の安全かつ安心の確保に貢献

する。 

 我が国経済活動の国際市場での円滑

な発展、国内産業の競争力の維持、強

化と新規産業の創出の支援及び国民の

安全・安心の確保に貢献するために、計

量の標準の設定、計量器の検定、検

査、研究、開発、維持及び供給及びこれ

らに関連する業務、並びに計量に関する

教習を行う。その際、メートル条約及び

国際法定計量機関を設立する条約のも

と、計量標準と法定計量に関する国際活

動において我が国を代表する職務を果

たす。 

      6000100 

   具体的には、経済構造の変革と創造

のための行動計画（平成 12 年 12 月 1

日閣議決定）、科学技術基本計画(平成

13 年 3 月 30 日閣議決定)及び産業技術

審議会・日本工業標準調査会合同会議

知的基盤整備特別委員会中間報告（平

成 11 年 12 月）の目標、方針、その後の

見直しに基づいて、計量標準（標準物質

を含む。以下同じ。）の開発、維持、供給

を行う。計量標準、法定計量に関して国

際基準に適合した供給体制を構築して

運営し、国家計量標準と発行する校正

証明書及び法定計量の試験結果の国際

相互承認を進めるとともに、我が国の供

給体系の合理化を進める。戦略的な計

量標準に関しては、先端技術の研究開

発や試験評価方法の規格化と連携して

一体的に進めつつ、加速的に整備し供

給を開始する。また我が国の合理的、一

体的な計量標準供給体系、法定計量体

系の構築とその運用及び戦略的な計量

標準の活用に関して、経済産業省に対し

て政策の企画、立案の技術的支援を行

う。 

      6000200 

１．国家計量標準システムの開

発・整備 

１．国家計量標準システムの開発・整備       6100000 

 計量標準の中核機関として他

省庁及び民間企業との協力の

下、我が国の総力を結集し、2010

年度までに計量標準の供給サー

ビスの水準を米国並みに高める

ために必要な国家計量標準（標

準物質を含む。以下同じ。）を早

急に整備し、供給を開始する。そ

のうち国際通商に必要な基本的

な計量標準については、国際基

準に適合した計量標準の供給体

 2010 年度までに計量標準の供給サー

ビスの水準を米国並みに高めるために、

国際通商に必要な国家計量標準と産業

のニーズに即応した計量標準を早急に

整備し、供給を開始する。そのうち国際

通商に必要な計量標準については、基

本的な計量標準を開発するとともに高度

化して利用を促進し、同時に標準供給の

確実な実施とトレーサビリティ体系の合

理化を行う。産業の競争力強化や国民

の安全・安心確保のために緊急に必要

      6100100 
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制を構築して、我が国の円滑な通

商を確保する。国内の先端産業

技術の国際市場獲得に必要な客

観的な技術評価及び国民の安

全・安心の確保のための戦略的

な計量標準については、産業界

や社会の要請に即応して整備し、

多様な供給の要請に対して柔軟

に対応する。また、経済産業省に

対して国家計量標準システムの

企画・立案に関する技術的支援

を行う。 

な計量標準に対しては、ニーズに即応し

て機動的に開発し、柔軟な体制のもとで

ユーザに供給する。適確な標準供給を

確保するために、計量標準の供給・管理

体制を強化するとともに、高精度の校正

サービスを行う校正事業者に対して技術

的な面から支援を行う。また、技術進捗

や認定事業者の技術力向上の観点から

経済産業省に対して国家計量標準シス

テムの企画・立案に関する技術的支援

を行う。 

1-(1) 国家計量標準の開発・維

持・供給 

1-(1) 国家計量標準の開発・維持・供給       6110000 

 我が国経済及び産業の発展等

の観点から、新たに140種類の計

量標準を整備して供給を開始す

る。また、供給を開始した計量標

準のうち150種類の標準について

供給範囲の拡大等を図り、より高

度な社会ニーズに対応するととも

に、計量標準の適確な維持・供給

を実施する。さらに、136 種類の

計量標準について国際基準に適

合した品質システムを整備して計

量標準の供給体制をゆるぎない

ものとし、メートル条約のもと国家

計量標準と国家計量標準機関が

発行する校正証明書に関する相

互承認協定（グローバル MRA）の

枠組みを通して、計量標準の供

給体制の国際整合化を進める。 

 我が国経済及び産業の発展等の観点

から、計量標準の分野ごとに計量標準

の開発、維持、供給を行い、新たに必要

とされる 140 種類の計量標準を整備して

供給を開始する。より高度な社会ニーズ

に対応するため、供給を開始した計量標

準のうち 150 種類の標準について供給

範囲の拡張、不確かさの低減等を行う。

供給体系の合理化を進めて計量標準の

適切な維持、供給を実施する。計量標準

の供給体制の国際整合化を進めるた

め、136 種類の計量標準について、

ISO/IEC 17025 及び ISO ガイド 34 に適

合する品質システムの技術部分を構築

し、品質システムに則した標準供給を行

う。グローバルMRAの枠組みの中で、我

が国の国際比較への参加を企画、管理

し、基幹比較、補完比較、多国間比較及

び二国間比較等 107 件の国際比較に参

加する。品質システムの審査に関しては

海外の計量技術専門家による国際査察

を企画、管理する。我が国の国家計量

標準の国際相互承認を企画、管理し、

110 種類の計量標準に関して国際相互

承認に関わる CMC(校正測定能力)の登

録の申請を行う。 

・第 2 期の目標を達成するため、20 種類以上の新たな

標準の供給を目指す。 

・物理標準１７種類、化学標準１３種類を新たに供給を開始した。   6110110 

    ・校正サービス、標準物質頒布を通じて、計量標準の供

給を確実に行う。 

・特定標準器による校正および依頼試験により校正サービス約 1740 件、標準物質頒布

約 700 件を実施し、計量標準の供給を行った。 

  6110120 

    ・計量標準の普及と供給体制整備を支援するために、

計量に関わる研修を行う。 

・計量に関わる研修として、ISO/IEC 17025 全般、内部監査、不確かさなど品質システ

ム要員の所内研修を計 4 回実施した。 

  6110130 

    ・継続的・安定的な標準供給体制の構築と国際基準へ

の適合性を確保するために、ISO/IEC 17025、ISO ガイド

34 および ISO/IEC ガイド 65 に適合した品質システムの

運用を継続する。 

・継続的・安定的な標準供給体制の構築と国際基準への適合性を確保するために、主

要な校正サービスに関しては ISO/IEC 17025、標準物質の供給に関しては ISO ガイド

34、および国際整合性の求められる認証サービスに関しては ISO/IEC ガイド 65 に適合

した品質システムの着実な運用を実施継続した。 

  6110140 

    ・6 種類の技術分野での ASNITEI 認定の審査を受ける。 ・光・放射計測、電磁気、電磁波、温度、質量関連量、化学標準物質の 6 種類の技術分

野での ASNITEI 認定の審査を受けた。 

  6110160 

  1-(1)-① 長さ分野       6111000 

  ・長さ分野では新たに 5 種類の標準を開 ・段差高さゲージの校正装置を開発し、標準供給を開始 ・段差高さゲージの校正装置を開発し、標準供給を開始した。一次元格子の校正範囲   6111110 
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第 2 期中期目標 第 2 期中期計画 平成 21 年度計画 平成 21 年度実績 特筆事項 整理番号

発し、供給を開始する。すでに供給を開

始している 24 種類の計量標準のうち 10

種類の標準について供給範囲の拡張、

不確かさの低減等を行う。また供給体系

の見直しを適宜行い、計量標準の適切

な維持・管理と供給を実施する。 

する。一次元格子の校正範囲を 50 nm から 25 nm に拡

大する。既存の計量標準のうち、固体屈折率の測定波

長追加などの高度化を行う。ステップゲージ、ボールバ

ー、ボールプレート、ホールプレートの校正対象のサイ

ズを拡大する。 

を 50 nm から 23 nm に拡大した。固体屈折率の測定波長追加のため、水銀ランプ e 線

(546 nm)での屈折率測定技術を開発し、不確かさ 1×10-5 を確認した。ステップゲージ、

ボールバー、ボールプレート、ホールプレートの校正対象のサイズを拡大した。 

  ・7 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・校正対象の範囲を拡大したステップゲージ、ボールバ

ー、ボールプレート、ホールプレートについての品質シス

テムを整備する。 

・校正対象の範囲を拡大したステップゲージ、ボールバー、ボールプレート、ホールプレ

ートについての校正マニュアルを作成し、必要な機器の品質システム登録を行うことに

より品質システムが完成し、依頼試験に対応できるようになった。 

  6111210 

  ・国際比較に関して 10 件に参加し、5 種

類の計量標準に関して国際相互承認に

関わる CMC(校正測定能力)の登録の申

請を行う。 

・ボールプレートの国際比較APMP.L-K6の幹事所として

報告書 Draft A をとりまとめる。オートコリメータ、シリコン

試料線幅の国際比較用プロトコルの作成に協力し、国

際比較に関して積極的に参加する。 

・ボールプレートの国際比較 APMP.L-K6 の幹事所として、報告書 Draft A をとりまとめ

た。ボールプレートの測定結果を二次元で解析する新たな比較法を平成 21 年 12 月に

開催されたAPMP.TCで提案し、了承された。オートコリメータ、シリコン試料線幅の国際

比較用プロトコルの作成に協力し、オートコリメータについてはプロトコルが完成した。 

  6111310 

  1-(1)-② 時間・周波数分野       6112000 

  ・時間・周波数分野では新たに 1 種類の

標準を開発し、供給を開始する。すでに

供給を開始している 6 種類の計量標準

のうち 5 種類の標準について供給範囲

の拡張、不確かさの低減等を行う。また

供給体系の見直しを適宜行い、計量標

準の適切な維持・管理と供給を実施す

る。 

(平成 20 年度で終了） (平成 20 年度で終了）   6112110 

  ・2 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・2 種類の計量標準に対して品質システムの技術部分を

構築し、品質システムに則した標準供給を開始する。 

・時刻差他に関する品質システム技術部分の構築を行い、依頼試験による供給を開始

した。 

  6112210 

  ・4 種類の計量標準に関して国際相互承

認に関わる CMC(校正測定能力)の登録

の申請を行う。 

(平成 19 年度で終了）     6112310 

  1-(1)-③ 力学量分野       6113000 

  ・力学量分野では新たに 5 種類の標準を

開発し、供給を開始する。すでに供給を

開始している18種類の計量標準のうち4

種類の標準について供給範囲の拡張、

不確かさの低減等を行う。また供給体系

の見直しを適宜行い、計量標準の適切

な維持・管理と供給を実施する。 

・第 2 期の目標を達成するため、質量/力分野では、中

小質量分銅の特性評価の効率化を継続して行うほか、

大質量分銅用の質量比較器の一部を改修する。小容量

トルク標準機を完成させ性能を評価する。圧力/真空分

野では、本年度の立ち上げを目標に液体高圧力標準

（～1GPa、重錘形圧力天びん）、低圧力標準（1 Pa～5 

kPa 絶対圧力）と超高真空標準の整備を進める。 

・質量/力分野では、中小容量分銅の体積測定を全自動化し大幅に効率化した。大質

量分銅用の 6000 kg 質量比較器の改修、また 54kN 実加重力標準機の改修用部品の

製作を完了させた。小容量トルク標準機の開発では十分な能力でトルクメータを校正で

きる見通しを得た。隙間制御型圧力標準器による 1GPa 液体高圧力標準及び低圧力標

準の開発が順調に進んだ。気体圧力と液体圧力で全自動重錘形圧力天びんの整備に

より効率的で繰り返し性の良い校正が可能となった。真空計の測定値の評価法の研究

により、超高真空圧力の正確な計測方法を確立した。 

  6113110 

  ・6 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

(平成 19 年度で終了） （平成 19 年度で終了）   6113210 

  ・国際比較に関して 14 件に参加し、7 種

類の計量標準に関して国際相互承認に

関わる CMC(校正測定能力)の登録の申

請を行う。 

・第 2 期の目標を達成するため、質量/力分野では、幹

事所として力分野の APMP.M.F-K4 基幹比較の 終報

告書を取りまとめる。トルク分野の CCM.T-K2 基幹比較

の取りまとめに協力する。圧力/真空分野では、液体圧

力 標 準 の APMP 国 際 比 較 APMP.M.P-K8 お よ び

APMP.M.P-K7.1 の 終報告書を取りまとめる。また、

CCM.P-K13 基幹比較に参加し測定を行う。 

・幹事所として力分野の APMP.M.F-K4 基幹比較の報告書を取りまとめドラフト B まで進

めた。当所が協力したトルクの CCM.T-K1 基幹比較の報告が承認されて公表された。ト

ルクの CCM.T-K2 基幹比較は実施中で、他に絶対重力計の CCM.G-K1(ICAG-2009)

基幹比較にも参加し、測定を完了させた。当所が幹事の液体圧力地域基幹比較

APMP.M.P-K7.1 で 終報告書が CCM 高圧力 WG で承認された。また、当所幹事の液

体高圧力 APMP.M.P-K8 のドラフト B 報告書を作成した。液体圧力基幹比較

CCM.P-K13 に参加中で測定報告書を提出した。ヘリウム標準リーク基幹比較

CCM.P-K12 に参加し報告書の作成段階にある。 

  6113310 

  1-(1)-④ 音響・超音波・振動・強度分野       6114000 

  ・音響・超音波・振動・強度分野では新た

に 6 種類の標準を開発し、供給を開始す

・空中超音波帯域用マイクロホンの自由音場感度の校

正周波数範囲を可聴域へ拡大するため、基礎データを

・空中超音波帯域用マイクロホンの自由音場感度の校正周波数範囲を拡大するため、

音源やマイクロホン支持部からなる測定系を構築して、基礎計測データ収集を行った。

  6114110 
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る。すでに供給を開始している 11 種類の

計量標準について供給体系の見直しを

適宜行い、計量標準の適切な維持・管

理と供給を実施する。 

収集し、校正技術として確立する｡ これにより、校正装置の動作確認を完了し、校正技術として確立した。 

    ・音響校正器の校正周波数範囲を 31.5Hz-16kHz に拡

大するため、基礎データの収集を継続し、校正技術とし

て確立する｡ 

・音響校正器の校正周波数範囲を 31.5 Hz-16 kHz に拡大するため、計測データ収集を

行って、高次の高調波歪みの影響を考慮した不確かさを再度評価した。これにより、音

響校正器の校正技術の確立を完了した。 

  6114130 

    ・供給開始済みの振動加速度標準について、適切な維

持・管理を行うと共に、供給及び校正事業者の認定に関

わる諸業務を行う｡200 m/s2～5000 m/s2 の加速度範囲

の校正を実現するために、開発中の衝撃加速度校正装

置について、不確かさ評価を完了し、品質システムの整

備を進める｡ 

・供給開始済みの振動加速度標準について、品質システムに則した適切な維持・管理

を行った｡40 Hz～5 kHz までの振動加速度について、幹事所として国際比較

（APMP.AUV.V-K1.1）を実施した。200 m/s2～5000 m/s2 の加速度範囲の衝撃加速度校

正装置の開発、及び、その不確かさ評価を完了し、衝撃加速度標準の供給を開始し

た｡ 

  6114160 

    ・ロックウェル、ビッカース、ブリネルの各硬さ標準供給を

経常的に行うとともに、硬さ校正事業者の認定に関わる

諸業務を行う｡また硬さ供給範囲拡大のため、ロックウェ

ル B スケール硬さについて試験所持ち回りのための予

備巡回測定を行う｡ビッカース硬さ、ブリネル硬さの各国

計量研究所が校正に用いる詳細条件について各国研

究所と取り決めを始める｡微小硬さ各要素校正に必要な

機器の開発を進めるとともに不確かさ評価を行う｡ 

・ロックウェル、ビッカース、ブリネルの硬さでは特定二次標準器 1 件の供給を行った。

硬さ校正事業者の認定にかかわる技術アドバイザー業務や新たな認定制度立ち上げ

のための技術文書について、製品評価技術基盤機構の JCSS 技術分科会に案を提出

した。硬さ供給範囲拡大のためのロックウェル B スケール硬さについては、試験機工業

会と協力し予備巡回測定を行うと共に、結果取りまとめのための種々の予備実験を行

った。硬さの詳細条件については、9 月に CIPM CCM 硬さ WG をつくばにて開催し、ブリ

ネル硬さの詳細条件について案を提出した。ビッカース硬さについては、ドイツの提案

が無かったため次年度以降へと持ち越した。微小硬さ各要素校正に必要な干渉計の開

発を進め、不確かさ評価を行った。 

  6114170 

  ・5 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・構築した品質システムに基づいて、標準供給を継続す

る｡ 

・音圧レベル、振動加速度、超低周波振動加速度、超高周波振動加速度、シャルピー

衝撃値、ロックウエル硬さ、ビッカース硬さ等の品質システム維持し、標準供給を継続し

た。更に、超音波音圧、超音波パワー、超音波音場パラメタ、音圧レベル(空中超音波）

の各品質システムを新規に構築し、標準供給を開始した。 

  6114220 

  ・国際比較に関して 5 件に参加し、2 種類

の計量標準に関して国際相互承認に関

わる CMC(校正測定能力)の登録の申請

を行う。 

(平成 19 年度で終了） (平成 19 年度で終了）   6114310 

  1-(1)-⑤ 温度・湿度分野       6115000 

  ・温度・湿度分野では新たに 7 種類の標

準を開発し、供給を開始する。すでに供

給を開始している 28 種類の計量標準と

新たに供給を開始する計量標準のうち 4

種類の標準について供給範囲の拡張、

不確かさの低減等を行う。また供給体系

の見直しを適宜行い、計量標準の適切

な維持・管理と供給を実施する。 

・熱電対標準の開発と国際比較のため、Pd-C 共晶点を

製作し、不確かさ評価を行う。抵抗温度計用温度定点

のうち、亜鉛点に不純物が与える影響を評価するため

の装置を開発し、その影響の評価を行う。放射温度分

野では、WC-C 包晶点(2750 ℃）の標準供給にむけた不

確かさ評価を行う。相対湿度の温度範囲を拡大する。微

量水分標準と低湿度標準の一致性については、低湿度

の不確かさを評価して検証実験を行う。 

・熱電対標準のための Pd-C 共晶点を実現させる安定なセルの開発に成功した。これを

用いて国際比較(E857)に参加し、4 カ国間のセルの比較測定を行った。抵抗温度計用

の亜鉛点に対して不純物が与える影響を高精度評価するための装置を開発し、不確

かさを再評価した結果、1 mK(k=2)となり、ほぼ半減させることに成功した。放射温度分

野では、WC-C 包晶点(2750 ℃）技術の開発を進め、 主要な不確かさ要因となる定点

セル温度の長期安定と不純物による影響について、それぞれ 0.05 ℃及び 0.1 ℃以下

となることを検証した。相対湿度の温度範囲拡大のため装置改造を行った。 

 微量水分標準と低湿度標準の一致性については、-75 ℃までの低湿度の範囲拡大

と不確かさ低減のための配管改造を行った。 

  6115110 

  ・8 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・放射温度分野において、中温域（160℃～420℃）の標

準供給（平成 20 年度に開発)について、品質システムの

技術部分を構築する。 

・放射温度分野において、中温域（160 ℃～420 ℃）の標準供給に関する品質システ

ムを新たに構築し、品質システム文書登録を完了した。 

  6115210 

  ・国際比較に関して 17 件に参加し、13 種

類の計量標準に関して国際相互承認に

関わる CMC(校正測定能力)の登録の申

請を行う。 

・コパイロットとして参加している三重点の国際比較

(APMP. T-K7)において、比較測定終了後の再測定と解

析を行う。金/白金熱電対の国際比較(APMP. T-S5)に

参加し、測定を行う。ステム型白金抵抗温度計の 84K の

APMP基幹比較APMP-T- K3.3、カプセル型白金抵抗温

度計の基幹比較 CCT-K2.5 及びロジウム鉄抵抗温度計

の基幹比較 CCT-K1.1 を継続する。低温度域の白金抵

抗温度計の標準供給についてピアレビューを受ける。体

温域黒体炉の APMP 国際比較をパイロットラボとして引

・水の三重点の国際比較(APMP. T-K7)において、比較測定終了後の再測定と解析を

行い、パイロットラボに解析データを送付した。金/白金熱電対の国際比較(APMP. 

T-S5)のための測定を行い、パイロットラボに解析データを送付した。ステム型白金抵

抗温度計の 84 K の APMP 基幹比較 APMP.T- K3.3、カプセル型白金抵抗温度計の基

幹比較 CCT-K2.5 及びロジウム鉄抵抗温度計の基幹比較 CCT-K1.1 を継続した。低温

度域の白金抵抗温度計の標準供給についてピアレビューを受けた。体温計黒体炉の

APMP 国際比較に関して、パイロットラボとして、参加予定機関との意見交換を行い、実

施計画の策定を進めた。微量水分標準の国際比較に参加し、当所の測定を完了した。 

  6115310 
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き続き推進する。微量水分標準の国際比較に参加す

る。 

  1-(1)-⑥ 流量分野       6116000 

  ・流量分野では新たに 2 種類の標準を開

発し、供給を開始する。すでに供給を開

始している 13 種類の計量標準のうち 3

種類の標準について供給範囲の拡張、

不確かさの低減等を行う。また供給体系

の見直しを適宜行い、計量標準の適切

な維持・管理と供給を実施する。 

・気体流量分野において既に標準供給を開始している 9

種類の計量標準を適切に維持・管理し、標準供給を実

施する。 

・気体流量分野においては、既に標準供給を開始している気体小流量標準、気体中流

量標準、微風速標準、気体中流速標準を適切に維持・管理し、それぞれの各品目につ

いて特定二次標準供給、依頼試験などにより標準供給を行った。 

  6116110 

    ・石油小流量の標準設備の開発を行う。また、液体流量

分野において既に標準供給を開始している 6 種類の計

量標準を適切に維持・管理し、標準供給を実施する。 

・石油小流量の標準供給を 0.01 kg/h～0.04 kg/h の範囲で開始した。また、液体流量分

野において既に標準供給を開始している計量標準を適切に維持・管理し、特定標準器

による校正および依頼試験を実施した。 

  6116120 

  ・2 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・品質システムの構築を既に完了した石油中流量、液体

中流量および液体小流量の各標準に関して、品質シス

テムにのっとった標準供給を継続する。 

・石油中流量、液体中流量および液体小流量の各標準に関して、品質システムの構築

を完了し、特定標準器による校正および依頼試験を実施した。 

  6116210 

  ・国際比較に関して 3 件に参加し、1 種類

の計量標準に関して国際相互承認に関

わる CMC(校正測定能力)の登録の申請

を行う。 

・気体小流量の地域基幹比較(APMP.FF-K6)の幹事所と

して、持ち回り測定を完了し、報告書(Draft A)を作成す

る。風速の地域基幹比較（APMP.M.FF-K3)の幹事所とし

て、持ち回り測定を開始する。液体中流量標準に関して

国際相互承認に関わる CMC(校正測定能力)の登録の

申請を行う。 

・気体小流量の地域基幹比較(APMP.FF-K6)の参加国（6 ヶ国）の間で持ち回り測定を

完了し、報告書の作成に着手した。風速の地域基幹比較（APMP.M.FF-K3)の参加国（6

ヶ国）の間での持ち回り測定並びに報告書(Draft A)の作成を完了した。液体中流量標

準に関して国際相互承認に関わる CMC の申請を行った。 

  6116310 

  1-(1)-⑦ 物性・微粒子分野       6117000 

  ・物性・微粒子分野では新たに 10 種類

の標準を開発し、供給を開始する。すで

に供給を開始している 10 種類の計量標

準と新たに供給を開始する計量標準の

うち 4 種類の標準について供給範囲の

拡張、不確かさの低減等を行う。また供

給体系の見直しを適宜行い、計量標準

の適切な維持・管理と供給を実施する。 

・超高温領域での熱膨張率標準物質の供給を開始す

る。熱伝導率標準物質の供給を開始する。非ニュートン

流体の粘性率を計測するための校正設備を整備し依頼

試験を開始する。 

・超高温領域での熱膨張率標準物質として、ガラス状炭素の供給を開始した。熱伝導

率標準物質として、高密度等方性黒鉛の供給を開始した。非ニュートン流体の粘性率

を計測するためのシリンダーバランス法による校正設備を整備し、依頼試験を開始し

た。 

  6117110 

  ・11 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・物性・微粒子分野における技術マニュアルの整備を進

め、中期計画の目標である 11 件の品質システムの構築

を完了する。併せて熱膨張率標準物質、熱拡散率標準

物質などについては ISO Guide34 に適合した標準物質

生産に係る品質システムへの拡張を進める。 

・物性・微粒子分野における技術マニュアルの整備を進め、薄膜熱拡散率標準の技術

マニュアルを作成するなど中期計画の目標である11件の品質システムの構築を完了し

た。併せて熱膨張率標準物質、熱拡散率標準物質を ISO Guide34 に則して供給するた

めに、従来の化学物質に対する標準物質生産品質システムを固体材料の物性標準物

質へ適用できるよう拡張を進めた。 

  6117210 

  ・国際比較に関して 4 件に参加する。 ・9 月開催の測温諮問委員会熱物性作業部会(CCT 

WG9)においてレーザフラッシュ法による熱拡散率測定

に関する新規の国際比較を提案する。 

・第 30 回国際熱伝導率会議においてレーザフラッシュ法による熱拡散率測定の国際比

較の結果を報告するとともに、その成果に基づき測温諮問委員会熱物性作業部会

(CCT WG9)において新規の国際比較を提案した。 

  6117310 

  1-(1)-⑧ 電磁気分野       6118000 

  ・電磁気分野では新たに 13 種類の標準

を開発し、供給を開始する。すでに供給

を開始している 20 種類の計量標準と新

たに供給を開始する計量標準のうち 13

種類の標準について供給範囲の拡張、

不確かさの低減等を行う。また供給体系

の見直しを適宜行い、計量標準の適切

な維持・管理と供給を実施する。 

・大容量キャパシタ、交流シャント、高調波電圧電流、交

直変換器について、新たに標準を立ち上げ供給を開始

する。 

・大容量キャパシタ（100 μF）、交流シャント（0.1 Ω/5 A/45 Hz-65 Hz）、高調波電圧

電流（100 V/5 A/45 Hz-65 Hz/50 次高調波以下）、交直変換器（3 V/1 MHz-50 MHz）、

交流電圧計（10 V/40 Hz-100 kHz）について、計画通り標準を立ち上げ、供給を開始し

た。 

  6118110 

  ・16 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

・新規立ち上げの標準について品質システムを構築す ・大容量キャパシタ、交流シャント、高調波電圧電流、交流電圧計について品質システ   6118210 
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則した標準供給を行う。 る。 ムを整備し運用を開始した。 

  ・国際比較に関して 4 件に参加し、9 種類

の計量標準に関して国際相互承認に関

わる CMC(校正測定能力)の登録の申請

を行う。 

・基幹比較等の要請があれば積極的に参加する。 ・基幹比較の実施は無かったが、新たに 95 種類の標準について CMC 登録の申請を行

った。 

  6118310 

  1-(1)-⑨ 電磁波分野       6119000 

  ・電磁波分野では新たに 12 種類の標準

を開発し、供給を開始する。すでに供給

を開始している 15 種類の計量標準と新

たに供給を開始する計量標準のうち 7 種

類の標準について供給範囲の拡張、不

確かさの低減等を行う。また供給体系の

見直しを適宜行い、計量標準の適切な

維持・管理と供給を実施する。 

・高周波低域減衰量、高周波インピーダンス（コネクタ拡

張、低域 S パラメータ、機械 S パラメータ）、モノポールア

ンテナ、バイコニカルアンテナ、ミリ波ホーンアンテナ標

準について新規に標準供給を開始する。7 mm 同軸 高

周波電力は、安定供給のため不確かさの再評価後に常

用標準器を用いた新校正方式に変更する。マイクロ波

ホーンアンテナ標準について周波数の拡張を行い供給

を開始する。 

・10 MHz 以下の高周波減衰量、75 Ω系 N 型規格のインピーダンス、V バンド周波数帯

域でのミリ波ホーンアンテナ利得、バイコニカルアンテナ標準について標準を開発し、

供給を開始した。7 mm 同軸 高周波電力、7 mm 伝送線路インピーダンス、ホーンアン

テナ利得はそれぞれ新校正方式に変更した。原子共振型電力標準は初期段階の開発

を達成し、所期の目標を達成した。標準関連の主に外部委託研究として、インピーダン

ス標準2件、減衰量標準、モノポールアンテナ、低周波磁界および電界標準、THz-TDS

の不確かさ評価技術を実施した。地域イノベーション事業を実施し、アンテナ標準のトレ

ーサビリティ確立のための指針を作成した。 

  6119110 

  ・13 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・高周波減衰量について認定の拡大のため、PC7, N50, 

PC3.5 規格の同軸 S パラメータ標準および機械特性イン

ピーダンスについては新規に、詳細版品質システムを整

備しピアレビューを受ける。高周波雑音について、既に

認定された範囲について再度ピアレビューを受ける。ル

ープアンテナについては範囲拡張部分を、ホーンアンテ

ナについては詳細版の品質システムを整備し、ピアレビ

ューを受ける。 

・高周波減衰量ではこれまで拡張した同軸線路の 40 GHz までの周波数範囲と固定減

衰器、導波管の 50-75 GHz の範囲について、また、高周波インピーダンスでは PC7, 

N50, PC3.5 規格の同軸 S パラメータ標準および機械特性インピーダンス・位相について

は新規に詳細版品質システムを整備しピアレビューと品質システムの認定審査を受け

た。高周波電力標準については拡大を含み、雑音標準については認定範囲について 4

年目の再審査を受けた。ループアンテナとホーンアンテナ利得については品質システ

ムを整備して新規にピアレビューと品質システム認定審査を受けた。高周波雑音（広帯

域）、ログペリアンテナでは品質システムを整備し運用を開始した。 

  6119210 

  ・国際比較に関して 5 件に参加し、8 種類

の計量標準に関して国際相互承認に関

わる CMC(校正測定能力)の登録の申請

を行う。 

・高周波電力標準の APMP 基幹比較を幹事基幹として

継続運用し、比較測定を開始する。来年度に予定される

PC3.5S パラメータ基幹比較に参加する。また、PC1.85

同軸 S パラメータの二国間比較を実施する。マイクロ波

ホーンアンテナ、電磁界強度について基幹比較に参加

する。 ループアンテナの国際比較はパイロットを担当

し、プロトコルを作成する。 

・高周波電力標準の APMP 基幹比較を継続運用し、CIPM 基幹比較との整合の取れた

リンク方法を確定し、プロトコルを作成した。PC3.5 規格の S パラメータの基幹比較につ

いては、準備を整えているが幹事国による国際比較の開始自体が遅延し、待機中であ

る。PC1.85 規格同軸線路 S パラメータの２国間比較を実施した。マイクロ波ホーンアン

テナ利得と電界強度について基幹比較については参加表明により測定順が決められ

た。ループアンテナの国際比較の幹事機関として、参加機関と協議しつつプロトコルを

作成した。また APMP SC として同軸機械特性インピーダンス比較の提案があり、各国

の要望のもとに NMIJ がパイロットを担当する合意を得た。 

  6119310 

  1-(1)-⑩ 測光放射レーザ分野       611a000 

  ・測光放射レーザ分野では新たに 10 種

類の標準を開発し、供給を開始する。す

でに供給を開始している 13 種類の計量

標準と新たに供給を開始する計量標準

のうち 11 種類の標準について供給範囲

の拡張、不確かさの低減等を行う。また

供給体系の見直しを適宜行い、計量標

準の適切な維持・管理と供給を実施す

る。 

・照度（照度応答度）の新規供給を開始する。レーザパ

ワー（400 nm青色LD）,レーザパワー（近赤外域、10 W～

100 W）、レーザエネルギー（532 nm、355 nm）、光ファイ

バ減衰量（850 nm）、分光応答度（近赤外、InGaAs）の範

囲拡張を行う。分光放射照度（紫外、可視、赤外）の不

確かさを低減する。レーザパワー（高精度化）、分光拡

散反射率（紫外）、LED（高強度）に対応した標準開発を

進める。 

・照度（照度応答度）標準を新たに整備した。レーザパワー（400 nm：前年度前倒し）、レ

ーザパワー（近赤外域 1.06 μm、高出力 10 W～100 W）、レーザエネルギー（532 nm、

355 nm）、光ファイバ減衰量（850 nm）、分光応答度（近赤外）の供給範囲の拡張を行っ

た。分光放射照度の不確かさの低減を行った。分光放射照度（紫外）の供給体系を

JCSS に変更した。レーザパワー（高精度化）、分光拡散反射率（紫外）、LED（高強度）

に対応した標準開発を装置評価に必要なデータの取得可能な段階まで進めることがで

きた。 

  611a110 

  ・5 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・照度（照度応答度）の品質システムの技術部分を構築

する。 

・照度（照度応答度）の校正設備の再評価と 適化を実施するとともに、JCSS への移

行を想定した品質システムの技術部分を構築した。 

  611a210 

  ・国際比較に関して 6 件に参加し、4 種類

の計量標準に関して国際相互承認に関

わる CMC(校正測定能力)の登録の申請

を行う。 

・レーザパワー（400 nm 帯）、レーザパワー（1.06 μm, 1 

W ～ 10 W）、光ファイバ減衰量（1310 nm）、分光応答

度の CMC 登録を行う。光度（APMP、CCPR-K3.a リン

ク）、分光応答度（APMP、CCPR-k2.b リンク）の国際比

較を幹事国として実施する。 

・レーザパワー（404 nm 、1.06 μm・10.6 μm： 1 W ～ 10 W）、光ファイバ減衰量

（852 nm, 1310 nm）、分布温度、分光応答度、分光拡散反射率（可視域、赤外域）の計

量標準に関して国際相互承認に関わる CMC(校正測定能力)の登録の申請を行った。

LED（光度・全光束・色度：APMP.PR-S3a、-S3b、-S3c）に関して国際比較に参加した。

光度（APMP、CCPR-K3.a リンク）、分光応答度（APMP、CCPR-k2.b リンク）に関して幹

事国として国際比較に参加した。 

・低炭素社会実現に向け次世代省

エネルギー光源として全世界的に

注目される LED の APMP 国際比較

（光度、全光束、色度）計画の新設

に際して、CCPRの主要NMI参加に

より世界規模に拡大した国際比較

に積極的に参画・関与するととも

に、新たに確立した LED 標準を用

いて即応・参加し、LED の光学測定

611a310 
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値の同等性を担保することにより

LED 関連国内産業の国際競争力

の強化を推進した。国際競争力担

保に重要な役割を持つ国際相互承

認に不可欠なCMCに関して当初計

画を大幅に上回る 10 種類を超える

新たな登録申請を行った。 

  1-(1)-⑪ 放射線計測分野       611b000 

  ・放射線計測分野では新たに 4 種類の

標準を開発し、供給を開始する。すでに

供給を開始している 17 種類の計量標準

のうち 6 種類の標準について供給範囲

の拡張、不確かさの低減等を行う。また

供給体系の見直しを適宜行い、計量標

準の適切な維持・管理と供給を実施す

る。 

・Co-60γ線水吸収線量標準の精度向上を図るととも

に、β線標準の出張校正の手法を確立する。また、γ

線放出核種の標準供給範囲拡大として、ヨウ素 125 医

療用密封小線源の線量標準を立ち上げる。19MeV 速中

性子フルエンス標準用の装置を完成させる。 

・Co-60γ線水吸収線量標準の精度向上を図るとともに、β線標準の出張校正の手法

を確立した。さらに、医療用小型リニアックを導入し、高エネルギーX 線標準の開発に着

手した。γ線放出核種の標準供給範囲拡大として、ヨウ素 125 医療用密封小線源の線

量標準供給装置を整備し、19 MeV 速中性子フルエンス率標準用の装置を完成させた。 

  611b110 

  ・5 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・Co-60γ線水吸収線量標準について品質マニュアル

の作成を行い、運用を開始する。また、放射能校正の技

術マニュアルに、ヨウ素 125 医療用密封小線源の線量

校正を追加する。24keV 速中性子フルエンス標準の技

術マニュアルを作成する。 

・Co-60γ線水吸収線量標準について品質マニュアルミニマム版の作成を行い、運用を

開始した。また、ヨウ素 125 医療用密封小線源の線量校正マニュアルを作成し、米国

NISTとの2国間比較実施に向けた準備を開始した。24 keV速中性子フルエンス率標準

の技術マニュアルを作成し、依頼試験による標準供給を開始した。 

  611b210 

  ・国際比較に関して 10 件に参加し、10 種

類の計量標準に関して国際相互承認に

関わる CMC(校正測定能力)の登録の申

請を行う。 

・軟 X 線空気カーマ標準の APMP 内における国際比較

のパイロットラボとしての実施、及び Co-60γ線水吸収

線量標準の APMP 内における国際比較に参加する。ま

た、ヨウ素 131 放射能校正の国際比較について、APMP

地域での幹事国として結果をまとめ、BIPM に報告する。

トリチウム放射能標準の CCRI(II)国際基幹比較に参加

する。 

・軟 X 線空気カーマ標準の APMP 内における国際比較のパイロットラボとしての実施、

マンモグラフィ標準の BIPM との国際比較及び Co-60γ線水吸収線量標準の APMP 内

および BIPM との国際比較に参加した。また、ヨウ素 131 放射能校正の国際比較につい

て、APMP 地域での幹事国として結果をまとめ、BIPM に報告した。トリチウム放射能標

準の CCRI(II)国際基幹比較参加に向け装置を整備し、熱中性子フルエンス率標準の

CCRI(III)国際基幹比較の結果をまとめ、報告を行った。 

  611b310 

  1-(1)-⑫ 無機化学分野       611c000 

  ・無機化学分野では新たに 29 種類の標

準を開発し、供給を開始する。すでに供

給を開始している 56 種類の計量標準の

うち 38 種類の標準について供給範囲の

拡張、不確かさの低減等を行う。また供

給体系の見直しを適宜行い、計量標準

の適切な維持・管理と供給を実施する。 

・新規標準液の調製法及び測定法の開発を行い、RoHS

指令対応の重金属分析用標準物質について新規の標

準物質を供給する。 

・金属標準液の標準 1 件（Si 標準液）の調製法及び測定法の開発を行い、RoHS指令対

応の重金属分析用プラスチック標準物質についてPVC樹脂標準物質の開発を行った。

その他、無機高純度物質 3 種類、鉛フリーはんだ標準物質 2 種類、ファインセラミックス

用アルミナ標準物質 2 種類を開発した。金属標準液 12 種類と pH 標準液 6 種類をJCSS

指定校正機関等へ供給した。 

  611c110 

    ・有機汚染物質分析用生物標準物質、微量元素・ヒ素

化合物分析用ひじき粉末標準物質を開発する。また、既

存認証標準物質の安定性を評価し、適切な維持・管理

と供給を行う。 

・有機汚染物質分析用生物標準物質（PCB・塩素系農薬類/スズキ魚肉粉末）、微量元

素・ヒ素化合物分析用ひじき粉末標準物質を開発した。また、既存認証標準物質の安

定性を評価し、適切な維持・管理と供給を行い、3 種類に関して有効期限の延長を行っ

た。 

  611c120 

  ・24 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・有機汚染物質分析用生物標準物質、微量元素・ヒ素

化合物分析用ひじき粉末標準物質の品質システムの技

術部分を構築する。 

・有機汚染物質分析用生物標準物質（PCB・塩素系農薬類/スズキ魚肉粉末）、微量元

素・ヒ素化合物分析用ひじき粉末標準物質の品質システムの技術部分を構築し、それ

らに基づき、品質システムに則したこれら 2 種の標準物質開発を行った。 

  611c210 

  ・国際比較に関して 13 件に参加し、33 種

類の計量標準に関して国際相互承認に

関わる CMC(校正測定能力)の登録の申

請を行う。 

・既存の標準あるいは新規に開発する標準に関連する

国際比較に 3 件以上参加する。 

・国際度量衡委員会の物質量諮問委員会で実施された CCQM-P118（藻類中の有害金

属）、CCQM-K75（藻類中の有害金属）、CCQM-K73（塩酸濃度）、CCQM-P109（ポリプ

ロピレン中の金属）、CCQM-P116（鉛フリーはんだ中の鉛）の計 5 件の国際比較に参加

した。 

  611c310 

  1-(1)-⑬ 有機化学、バイオ・メディカル

分野 

      611d000 

  ・有機化学、バイオ・メディカル分野では ・高純度メタン標準ガス（第 2 ロット）、高純度二酸化硫黄 ・高純度メタン標準ガス、高純度二酸化硫黄標準ガス、温暖化ガス標準ガス、農薬標準   611d110 
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新たに 29 種類の標準を開発し供給を開

始する。すでに供給を開始している 112

種類の計量標準のうち 40 種類の標準に

ついて供給範囲の拡張、不確かさの低

減等を行う。また供給体系の見直しを適

宜行い、計量標準の適切な維持・管理と

供給を実施する。 

標準ガス（第 2 ロット）、農薬標準物質 2 種の開発を行

う。NF3 標準ガスの開発準備を行う。高分子分子量標準

物質 2 種、定量 NMR 標準物質、粒径分布標準物質、お

よび RoHS 指令対応標準物質第 2 ロットの開発を行う。

物質 3 種類、POPs 規制物質 1 種類の開発を行った。また高分子分子量標準物質 1 種

類及び RoHS 指令対応標準物質の開発を行った。さらに定量 NMR 標準物質、臨床検

査関連標準物質 2 種類の開発を行った。粒径分布標準物質については、開発準備を

行った。NF3 標準ガスの開発準備に関しては、特殊材料ガスであり安全対策に多額の

出費が必要であることがわかった。 

    ・JCSS 有機標準液用基準物質 3 種の高純度有機液に

ついて、SI トレーサブルな純度測定を行う等の高度化を

行う。 

・JCSS 有機標準液用基準物質 5 種類（四塩化炭素、1,2-ジクロロプロパン、2,4-ジクロ

ロフェノール、アセトアルデヒド、スチレン）の高純度有機液について、SI トレーサブルな

純度測定を行う等の高度化を行った。 

  611d120 

    ・前年度に引き続き、新たに構築した依頼試験型のシス

テムを残留農薬試験用標準物質に応用し、受託研究に

基づく分析結果報告書を 30 物質について発行する。 

・外部機関が開発した標準物質に対し産総研へのトレー

サビリティを確保する為の方針・基準を明確にし、産総

研トレーサブルな標準物質の普及をはかる。 

・依頼試験型のシステムを残留農薬試験用標準物質に応用し、受託研究に基づく分析

結果報告書（特性値：純度）を 52 物質について発行した。 

・定量 NMR 技術に関する分析法プロトコルを作成するとともに、産総研トレーサブルな

定量 NMR 用基準物質を開発し、外部機関が開発する標準物質等の計量トレーサビリ

ティ確保のための仕組みを構築した。 

  611d130 

  ・25 種類の計量標準に対して品質システ

ムの技術部分を構築し、品質システムに

則した標準供給を行う。 

・3 件の高純度有機標準物質について新たに開発を行

い、それら標準物質について品質システムの立ち上げ

や拡張を行う。 

・温暖化ガス標準ガス、農薬標準物質 3 種類、POPs 規制物質 1 種類、高分子分子量

標準物質 1 種類、JCSS 有機標準液用基準物質 5 種類について新たに開発を行い、そ

れらの合計 11 件の物質に係わる品質システムの立ち上げや拡張を行った。 

  611d210 

  ・国際比較に関して 13 件に参加し、14 種

類の計量標準に関して国際相互承認に

関わる CMC(校正測定能力)の登録の申

請を行う。 

・メタンの純度比較の国際比較について CCQM-K66 の

とりまとめを行う。また、関連する国際比較が行われた

場合これに参加する。 

・メタンの純度比較の国際比較（CCQM-K66）について、参加 NMI からの試料容器が戻

ってきたので、再分析を行い、幹事研究所としてドラフト-A レポートの作成を行った。二

酸化窒素の分析の国際比較(CCQM-K74/P110)にパイロットスタディーとして参加した。

また、ピアレビュー、品質システムの立ち上が終わったものの内、高純度有機液７種

類、フタル酸エステル標準液など７種類、クレアチニンなど臨床関連 10 種類について

CMC 登録申請を行った。 

  611d310 

  1-(1)-⑭ 先端材料分野       611e000 

  ・先端材料分野では新たに 7 種類の標

準を開発し供給を開始する。すでに供給

を開始している 17 種類の計量標準のう

ち 5 種類の標準について供給範囲の拡

張、不確かさの低減等を行う。また供給

体系の見直しを適宜行い、計量標準の

適切な維持・管理と供給を実施する。 

・既開発の薄膜・超格子標準物質および空孔標準物質

の経年変化について確認する。また、新たに、イオン注

入標準物質 1 種の開発を行う。 

・既開発の薄膜・超格子標準物質および空孔標準物質について、経年変化は不確かさ

の範囲内であることを確認した。また、新たに、イオン注入標準物質 1 種の開発を行っ

た。 

  611e110 

  ・国際比較に関して 3 件に参加し、7 種類

の計量標準に対して品質システムの技

術部分を構築し、品質システムに則した

標準供給を行う。 

・国際比較への要請があれば積極的に参加する。 ・新規の国際比較の提案はなかった。K-32 および K-67 については、 終ドラフトの作

成に参加した。 

  611e210 

  1-(1)-⑮ 熱量分野       611f000 

  ・熱量分野ではすでに供給を開始してい

る1種類の計量標準の維持・供給を継続

する。 

・特定標準器であるユンケルス式流水型熱量計の維持

管理を行い、適切な標準供給を可能とする。また基準流

水型熱量計の検査依頼があれば、適宜対応する。 

・気体燃料の発熱量測定用の特定標準器であるユンケルス式流水型熱量計の計量標

準の維持・供給を継続した。 

  611f110 

  ・品質システムの技術部分を構築し、品

質システムに則した標準供給を行う。 

・標準供給の的確な実施、供給手順の透明化、技術継

承の目的で、品質システムの技術部分に関する作業マ

ニュアルの作成を継続する。測定手順について再検討

し、精度への影響因子を検討する。 

・ユンケルス式流水型熱量計に関して、品質システムに則した標準供給の継続ならび

に標準供給技術の継承のため、技術部分について再検討し、さらに作業マニュアルの

作成を継続し、流水量･温度差・ガス流量に関する精度への影響因子を明確にした。 

  611f210 

  1-(1)-⑯ 統計工学分野       611g000 

  ・統計工学分野では計量標準の開発、

維持、供給、比較における不確かさにつ

いて共通的な評価手法を開発するととも

に整備し、文書発行、講習会開催などに

・計測標準を利用して測定器がもつかたよりが評価可能

であるとき、かたよりを補正する場合、補正しない場合、

許容差を設けて定期点検する場合のそれぞれについて

・測定器のかたよりが何らかの計測標準を用いて評価可能であるとき、そのかたよりを

補正する場合、補正しない場合、及びあらかじめ許容差を設定して定期点検する場合

のそれぞれについて、不確かさ評価の実用的方法を提案した。特に補正しない場合に

は、かたよりの推定値の二乗を合成すべきであり、その際に計測標準自体の不確かさ

  611g110 
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より校正事業者、認定機関への成果普

及を図る。 

の不確かさ評価の実用的方法を提案する。 分散を合成する方法は不確かさの過大評価となることを示した。 

    ・清浄度評価における粒子計数などポアソン過程で記

述される現象について、ベイズ統計の適用による信頼

限界の設定方法を提案する。 

・クリーンルームの清浄度クラス分けを例として、ポアソン過程で記述される現象につい

て、ベイズ統計の利用によりその信頼限界の設定方法を新たに提案し、その特性を評

価した。 

  611g120 

    ・産総研内外における不確かさ評価の技術支援と普及

啓蒙を支援するとともに、工業標準への不確かさ評価の

導入を進める。 

・約 30 件の不確かさ評価に関する技術指導等により、産総研内外での不確かさ評価の

技術支援を行った。さらに、不確かさ中上級セミナーや不確かさ事例研究報告会の開

催等により、測定における不確かさの普及・啓蒙活動を展開した。また、気中・液中の

粒子測定、超電導におけるエネルギーロス評価、熱拡散率測定などの分野で、工業標

準への不確かさ評価手順の導入を進めた。 

  611g130 

1-(2) 計量標準政策の提言 1-(2) 計量標準政策の提言       6120000 

 我が国の計量標準の開発の方

向性と供給制度の高度化・合理

化の方策を経済産業省及び関係

機関へ提言する。 

・技術進歩や認定事業者の技術力向上

の観点から、開発課題を特定し、標準供

給の体系と体制を見直して提言をまとめ

る。 

・定期的に開催される NMIJ 運営委員会・物理標準分科

会・化学標準分科会等の所内委員会において、「標準供

給のあり方」といった課題について、関係者間の意見交

換、検討を行う。 

・NMIJ 運営委員会 40 回（平成 22 年 4 月に確定）、物理標準分科会 11 回（平成 22 年

4 月に確定）、化学標準分科会 11 回（平成 22 年 4 月に確定）、法定計量分科会 4 回（平

成 22 年 4 月に確定）を開催し、それらの会議の中で、随時、計量トレーサビリティのあり

方について、議論を行った。 

  6120110 

1-(3) 計量標準の供給・管理体

制の強化 

1-(3) 計量標準の供給・管理体制の強

化 

      6130000 

 適確な標準供給を確保できる体

制を構築して、計量標準供給の

信頼性・安定性をゆるぎないもの

とする。 

・適確な計量標準の供給を行うための人

員体制の強化を着実に進める。また標

準供給に関わる業務について、適切に

職員を評価するための評価軸を設定す

る。 

・品質マニュアルの運用において、文書化システムの見

直しおよび訓練プログラム等を通して、計量標準の供給

業務における継続的改善の取り組みを強化し、要員の

技能向上、供給体制の強化を図る。 

・校正業務の実施および品質マニュアルの運用において、作業ミスの発生を低減させ

るべく、各技術分野ごとに担当者を置き、ヒューマンエラー発生の原因究明、再発防止

に取組める体制を構築することにより、標準供給体制の強化を図った。 

  6130110 

  ・構築した品質システムの運営を継続

し、定期的な監査により品質システムに

則した標準供給の実施体制を確保する

とともに、品質システムの高度化、合理

化に努める。 

・内部監査等、品質システムの運用を着実に進める。対

象品目の増加に伴い発生する品質システム文書の増大

に対処するため、品質システム文書を要員が効率的に

作成できるように支援を進める。また、外部審査の対象

の選定方法を効率化し、品質システムの再審査を確実

かつ効果的に実施する。 

・84 件（平成 22 年 4 月に確定）の内部監査等、品質システムの運用を着実に実施した。

新たに立上げる校正品目に関して、品質システム文書を効率的に作成できるように、立

上げに関する審議資料に品質システム文書の中核的な部分を準備するようにし、効率

化を図った。また、外部審査に関し品質システムに関しても、確実かつ効果的に再審査

を実施した。 

  6130210 

1-(4) 計量法に基づく認定技術

審査への協力 

1-(4) 計量法に基づく認定技術審査へ

の協力 

      6140000 

 高精度の校正サービスを行う校

正事業者に対して、国の政策によ

り行う計量法校正事業者認定制

度の円滑な運用を技術的な面か

ら支援する。また、極微量物質の

分析を行う事業者に対して、国の

政策により行う計量法特定計量

証明事業者認定制度の円滑な運

用を技術的な面から支援する。 

・計量法校正事業者認定制度の円滑な

運用を技術的な面から支援するために、

計量法に基づいて高精度の校正サービ

スを行う校正事業者の認定に係る認定

申請書類の技術審査、現地審査、技能

試験を行うとともに技術基準の作成を行

う。 

・計量法校正事業者登録制度（旧称：認定制度）の円滑

な運用を技術的な面から支援するため JCSS 認定(登

録）に係る認定申請書類の技術審査、現地審査のため

の技術専門家の派遣、及び、技能試験における移送標

準器の校正（参照値の導出）を実施する。 

・計量法校正事業者登録制度（旧称：認定制度）の円滑な運用を技術的な面から支援

するため JCSS 認定(登録）に係る認定申請書類の技術審査、現地審査のための技術

専門家の派遣をのべ 99 件（平成 22 年 4 月に確定）行い、技能試験における移送標準

器の校正（参照値の導出）をのべ 20 件（平成 22 年 4 月に確定）実施した。 

  6140110 

  ・計量法特定計量証明事業者認定制度

の円滑な運用を技術的な面から支援す

るために、計量法に基づいて極微量物

質の分析を行う事業者に対して、事業者

の認定に係る技術面のサポート（技術的

問題点を検討する技術委員会等への参

画、協力）及び事業者の技術能力を審査

するために必要な試験試料の設計と調

製及びその値付け(参照値の導出)と技

能試験結果の合理的な判断基準を確立

する。 

・MLAP 技能試験の本試験において、MLAP 技能試験実

行委員として円滑な本試験の遂行に協力する。本試験

の際に必要となる試料について長期安定性確認試験

等、技能試験結果評価に必要な参考データを提供す

る。高分解能質量分析計を含めた技術的能力の維持向

上に努める。 

・NITE・日本環境測定分析協会（日環協）で行う MLAP 技能試験の予備試験に協力し

た。日環協作成の技能試験用試料について長期安定性確認試験等、技能試験結果評

価と次期技能試験準備に必要な参考データを提供した。必要な技術能力の維持向上

のために、新しく購入した高分解能質量分析計の精度管理システムを確立・新規雇用

スタッフを教育、国際精度管理試験へ参加し、技術的能力の人的・設備的更新・維持作

業を行った。 

  6140210 
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    ・国際規格 IS として確立した PFOS/PFOA の標準分析

法(TC147/SC2/WG56)について、関連規格の標準化を

試みる。特に PFOS(パーフルオロオクタン塩)分析法の

工業標準 JIS 化を重点的に行う。新規 POPs（残留性有

機汚染物質）候補物質検討会委員として活動し、POPs

に対する政府所管の方針決定に貢献する。 

・ISO の TC147(水質技術委員会)/SC2(物理化学的測定法)/WG56(PFOS/PFOA)で担

当者がコンビナーとして 2009 年 3 月に発行した PFOS/PFOA の国際標準分析法につ

いて、国内分析事業者の技能向上のためのフォローアップを行った。新規 POPs 候補

物質検討会委員として活動、POPRC4 に対する政府所管の方針をまとめた。PFOS 分

析法の JIS 化を行って、平成 22 年度中に策定できる見込みを得た。 

  6140220 

２．特定計量器の基準適合性の

評価 

２．特定計量器の基準適合性の評価       6200000 

 計量法で定められた特定計量

器の検定に関する業務を、新た

な技術課題を解決しつつ適確に

行うとともに、法定計量体系の高

度化・合理化・国際化等の政策課

題に関して経済産業省の法定計

量政策を支援する。 

 特定計量器の検定に関して、品質シス

テムを構築して業務を確実に行い、計量

器内蔵のソフトウェアの基準作成とそれ

への適合性評価技術を開発する。法定

計量体系の高度化・合理化・国際化等

の政策課題に関して、法定計量の政策

と体系の設計に関して政府への提言を

まとめる。 

      6200100 

2-(1) 法定計量業務の実施 2-(1) 法定計量業務の実施       6210000 

 計量法に基づき産総研に委任

された法定計量業務を適正に実

施する。 

・基準器検査、型式承認試験、型式承認

審査等の技術業務を、品質システムを

構築して適正に実施するとともに、新た

な計量技術を開発、導入して効率化、高

度化を図る。 

・型式承認・基準器検査及び依頼試験については、計量

法及び品質システムをコアとして実施する。型式承認に

ついては、常に国際的な動向又は 新の情報を調査

し、遅滞なく国内法に反映することを基本原則として実

施する。なお、動向等の調査を実施するにあたっては、

国際法定計量調査研究委員会における各作業委員会

を積極活用及び関連する企業・団体等の協力により行

う。 

・法定計量業務のうち、型式承認にあっては 120 件、基準器検査にあっては 2,400 個

（又は台）の試験・検査を実施した。型式承認の実施に必要な技術基準については、国

際化の観点から OIML（国際法定計量機構）勧告への整合性が非常に重要である。今

年度は、オランダ及びイギリスにおける燃料油メーターに関する動向調査を行い報告

書を作成した。なお、各種の OIML 勧告に関する国内検討及び取り纏めは、国、産総

研、製造事業者等のメンバーで構成された国際法定計量調査研究委員会の各専門作

業員会で行うが、産総研は 8 の専門作業員会で委員長を務めた。 

  6210110 

2-(2) 適合性評価技術の開発 2-(2) 適合性評価技術の開発       6220000 

 計量器の 新技術動向を法定

計量に取り入れるため、適合性

評価技術の研究開発を実施す

る。 

・計量器内蔵ソフトウェア、計量器要素モ

ジュール及び新たな計量器の適合性評

価技術確立などの研究開発を行い、技

術基準を作成する。 

・計量器の適合性評価技術確立のために、非自動はか

り及びタクシーメーターについてより高度なソフトウエア

認証の開発を目指す。その他の特定計量器についても

ソフトウェア認証の導入状況又はその可能性の状況等

を調査する。 

・非自動はかり及びタクシーメーターに関するより高度なソフトウェア認証技術の開発を

することを目的に、委員会を設置及び開催（1 回/2 カ月）して検討した結果、現状の技

術でも十分対応できることが判った。しかしながら、前述した 2 機種以外の特定計量器

に対してもソフトウェア認証が導入される可能性があることが分ったことから、引き続い

て検討することとした。なお、この委員会は、ソフトウェア認証に関する教育・訓練として

も活用した。 

  6220110 

2-(3) 法定計量政策の提言 2-(3) 法定計量政策の提言       6230000 

 我が国の法定計量体制の中の

諸機関との連携を促進し、政府の

法定計量政策の企画・立案を支

援する。 

・政府機関、地方機関、計量団体、計量

器工業界及び外国機関等に対して 新

の計量技術情報を提供するとともに、所

轄政府機関と連携して、これらの機関の

実施する適合性評価の整合性を図る。 

・平成 20 年度の計量器調査研究委員会の調査報告書

に基づいて、特定計量器又はその予備軍（液化天然ガ

スメーター、液面計等）に関する現状分析を行い、効果

的かつ適切な法定計量業務の実施に向けた検討を行

う。 

・特定計量器のうち、べックマン温度計、ボンベ型熱量計及びユンケルス式流水型熱量

計の 3 機種が削除された。また、特定計量器の予備群のうち自動はかりに関する国内

外の動向を調査した結果、欧米においては既に規制対象計量器であることや国内ニー

ズが高まっていることが判明したことから、引き続き前向きに検討することとした。 

  6230110 

2-(4) 法定計量体系の設計 2-(4) 法定計量体系の設計       6240000 

 我が国の法定計量体系の高度

化のために政府に協力して調査

を行い、効率的な法定計量体系

の設計を支援する。 

・我が国の法定計量システムの国際整

合化を図るとともに、法定の技術基準の

ＪＩＳ化、新たな計量器の規制のための

指針を作成する。 

・液化石油ガスメーター、微流量燃料油メーター及び密

度・比重濃度浮ひょうを含む未制定の JIS 原案につい

て、年度内での制定を目指す。 

・密度・比重濃度浮ひょうに属する酒精度浮ひょうについては、JIS T7548 として制定し

た。ガスメーター及び燃料油メーター（微流量メーターを含む）については、JIS 原案作

成委員会での検討・審議が終了し、当該原案を依頼元である経済産業省に提出した。

今年度に審議予定であった液化石油ガスメーターについては、経済産業省との協議に

より、参照すべき OIML 国際勧告（OIML)が正式に発行された後に行うことになった。 

  6240110 

    ・当該 JIS を特定計量器検定検査規則で引用するため

の付属文書（又はガイドライン）の検討及作成を緊急性

又は重要度の高いものを優先して行う。 

・タクシーメーターに関する技術基準を補完するためのガイドラインを検討・作成し、「計

量法関係ガイドライン集 平成 21 年度版（経済産業省）」に掲載した。 

  6240120 

    ・OIML MAA に基づく適合証明書の発行及び受入れを

適切に実施するとともに、当該証明書の信頼性を確保

するため OIML MAA に署名した 1 つ以上の試験機関と

・OIML MAA の対象機種にうち、非自動はかり及びロードセルの証明書の発行を行っ

た。国内の型式承認業務に関するコンプライアンス確保の観点から PTB（独）との持ち

回り測定の実施時期を再検討することなった。また、OIML R76、R60、R115、117/118 に

  6240130 
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の持ち回り試験を行う。 また、我が国における OIML 基

本証明書の対象機種の見直しを行い、必要に応じて発

行機関としての登録の取り消しを行う。 

関する OIML 証明書の発行機関登録に関する見直しを行った結果、現状のままとした。 

３．次世代計量標準の開発 ３．次世代計量標準の開発       6300000 

 次世代の計量標準を世界に先

駆けて開発し、国際計量システム

の構築において我が国の優位性

を発揮する。また計量標準に関す

る先導的な技術開発を主体的、

戦略的に行って、産業界や大学

のニーズに機動的に対応する。 

 国際計量システムの構築において我

が国の優位性を発揮するため、秒の定

義やキログラムの定義等を改定する革

新的な計量標準の開発を世界に先駆け

て行う。また産業界や大学のニーズに機

動的に対応するために、IT 技術等を活

用した先導的標準供給技術の開発を行

う。 

      6300100 

3-(1) 革新的計量標準の開発 3-(1) 革新的計量標準の開発       6310000 

 革新的な計量標準技術を世界

に先駆けて開発し、我が国の優

れた標準技術を国際標準に反映

させて優位性を確保するととも

に、それらを先端技術開発に反

映させる。 

 光周波数領域で実現される新しい超高

精度の時間周波数標準、特定の器物に

依存しない物理的に定義された新質量

標準、新たに国際的に合意された高温

度の標準等、革新的計量標準を世界に

先駆けて開発するとともに、これらの成

果をいち早く国内の標準供給に反映さ

せ、また標準の開発において得られた要

素技術を先端技術開発に反映させる。 

      6310100 

  3-(1)-① 光周波数領域における時間周

波数標準の開発 

      6311000 

  ・秒の定義の改定にむけて、光周波数領

域での周波数標準技術を確立すること

を目的として、可視領域での光周波数標

準器を開発し、10-14 台の不確かさの実

現を目指す。併せて、その性能評価を行

うために必要な光周波数測定技術及び

時刻比較技術を確立する。 

・光格子中に捕獲された冷却原子の時計遷移分光を遂

行し、絶対周波数測定及び不確かさ評価を行う。 

・イッテルビウム光格子時計の初期評価を開始し、10-14 台の絶対周波数を実現した。   6311110 

    ・光格子時計用狭線幅化レーザの評価のために、ファイ

バコムを高速に制御することにより線幅狭窄化する。 

・光格子時計の時計遷移観測用狭線幅化レーザの線幅評価のために、高速に周波数

を制御可能なファイバコムを作成し、mHz レベルの相対線幅を確認した。 

  6311130 

  3-(1)-② アボガドロ定数に基づく新質量

標準の開発 

      6312000 

  ・国際単位系の基本単位の一つである

キログラムの定義を物質量によるものに

改定することを目標とし、国際共同プロ

ジェクトを介して、同位体濃縮した数 kg

のシリコン単結晶を作製し、2009 年度ま

でにアボガドロ定数を 2～3 x 10-8 の不確

かさで決定する。 

・シリコン 28 同位体濃縮結晶の密度測定精度をさらに

向上させるために、シリコン球体表面の酸化膜の厚さ測

定を高精度化し、国際共同プロジェクトの成果として得ら

れたシリコン 28 同位体濃縮結晶の密度、格子定数、モ

ル質量などの値からアボガドロ定数を 2～3 x 10-8 の不

確かさで決定する。 

・同位体濃縮結晶から研磨した質量約 1kg、直径約 94 mm のシリコン球体表面の酸化

膜の厚さを楕円偏光解析法、X 線光電子分光法、X 線反射率法などで多重評価し、従

来 1 nm 程度だった酸化膜の厚さの不確かさを 0.3 nm まで向上させた。これにより密度

の測定精度を 3 x 10-8 まで向上させ、アボガドロ国際プロジェクトに参加している海外の

計量標準機関で得られた格子定数とモル質量の値などから、アボガドロ定数を 5 x 10-8

の不確かさで決定した。 

  6312110 

    (平成 19 年度で終了） (平成 19 年度で終了）   6312120 

  3-(1)-③ 放射温度計および抵抗温度計

領域における新しい高温度標準の開発 

      6313000 

  ・2010 年頃に予定されている国際温度

目盛改訂への反映を目指し、金属炭素

共晶の融点を温度定点として利用する

技術を開発して、現行の高温度標準の

精度を 1 桁以上向上させ、3000℃までの

・高温定点専用炉の性能を向上させ、現状の 2500℃か

ら WC-C 温度を超える 3000℃まで温度域を拡張するこ

とにより、この温度で 0.1K の定点再現性を達成する。 

・既存高温定点炉の上限温度を 2800 ℃以上に拡張し、WC-C 包晶点（2749 ℃）プラト

ーの実現が可能となることを実証した。WC-C 包晶点の性能評価を行い、組成の異なる

セル間での温度値が 0.05 K 以内で一致すること、および一つのセルの長期安定性も

0.05 K 以内で一致することを実証した。さらに純度の異なる 3 種類のセル間の温度値

も、同一の炉の条件下では 0.1 K 以内で一致することを実証した。これらの結果から、

  6313110 
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放射温度標準を確立する。 3000 ℃付近までの温度域で 0.1 K レベルの定点再現性が得られることを実証した。 

    ・金属炭素共晶定点の国際的な一次標準となるための

熱力学温度値決定に必要な絶対放射計測技術を開発

する。 

・金属炭素共晶定点の熱力学温度値決定を行うための近赤外波長域(800 ｎｍ付近）

の分光放射輝度計を製作し、当該放射計の絶対感度校正基盤技術を開発した。 

  6313120 

  ・現在の国際温度目盛による上限温度

962℃を 1085℃にまで拡張するために、

白金抵抗温度計による高温度目盛を開

発する。 

・1000 ℃以上の温度領域で放射温度計と 1000℃以下

で校正された白金抵抗温度計との比較を行うことによ

り、白金抵抗温度計の温度-抵抗値特性を、放射温度

計による温度目盛と比較して、その一致度を評価し、

1085 ℃までの白金抵抗温度計による高温度目盛の拡

張の可能性を示す。 

・0 ℃〜962 ℃において校正した白金抵抗温度計の温度目盛を高温域まで外挿し、放

射温度計と比較して評価した。両者は 1040 ℃までの範囲で不確かさ 0.3 ℃(k=2)の範

囲内で一致することを確認した。 

  6313210 

    (平成 18 年度で終了） (平成 18 年度で終了）   6313220 

  3-(1)-④ 新しい計量標準要素技術の開

発 

      6314000 

  ・化学、バイオ・メディカル計量標準の分

野で、DNA、タンパク質等に関して国際

単位系へのトレーサビリティの確保を目

指し、物質量諮問委員会（CCQM）、臨床

検査医学におけるトレーサビリティ合同

委員会（JCTLM）等が進める国際的な研

究開発を主導する計測要素技術を開発

する。 

・タンパク質定量法に関しては、アミノ酸分析法での基準

となる各アミノ酸についての純度決定を実施する。DNA

定量について、SI トレーサブルな方法になりうる手法に

ついて、標準物質候補試料への適用を行う。 

・タンパク質定量法に関しては、アミノ酸分析法での基準となるアミノ酸 4 種類について

純度を決定した標準物質を開発した。DNA 定量について、同位体希釈質量分析法およ

びリン定量法を 100-600 塩基対程度の DNA 試料に適用できるようにした。 

  6314110 

3-(2) 産業界ニーズに対応した先

導的開発 

3-(2) 産業界ニーズに対応した先導的

開発 

      6320000 

 IT 技術等を積極的に活用するこ

とにより計量標準の供給技術を

高度化し、産業界や大学への標

準供給の効率を飛躍的に向上さ

せ、また供給の精度を向上させ

る。 

 ユーザの利便性を増進するため、イン

ターネット技術を駆使した先進的標準供

給システムを構築し、周波数を始めとす

るいくつかの量で実用を開始するなど、

産業界ニーズに対応する。 

      6320100 

  3-(2)-① 標準供給技術の高度化       6321000 

  ・GPS 衛星信号を活用した周波数標準

の供給や安定な移送標準器を開発する

ことにより、産総研に設置されている一

次標準器から精度劣化を 小限にして

産業界や社会に高い精度で標準供給す

る技術を開発する。 

・利用者端末装置の小型化やよりフレキシビリティの高

い遠隔校正の実現に向けた検討を行う。 

・GPS を利用した時間周波数遠隔校正用端末装置の小型化やフレキシビリティに優れ

たシステムの検討を実施しその目処を立てた。 

  6321220 

  3-(2)-② 水の大流量標準の開発と供給       6322000 

  ・原子力発電の安全性確保に必要な計

測標準技術として、不確かさ 1% 以下で

12,000m3/h 以上の大流量標準の開発

を行う。 

(平成 19 年度で終了） (平成 19 年度で終了）   6322110 

４．国際計量システムの構築 ４．国際計量システムの構築       6400000 

 計量標準、法定計量に関連する

国際活動に主導的に参画し、我

が国の技術を反映した計量シス

テムを諸外国に積極的に普及さ

せるとともに、メートル条約と法定

計量機関を設立する条約のもとメ

ンバー国と協調して国際計量シス

 先進各国の計量標準機関とグローバ

ルな競争、協調関係を作り、またアジア

を中心とした計量標準機関との協力関

係を強化する。 

      6400100 
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テムの発展に努める。 

4-(1) 計量標準におけるグローバ

ルな競争と協調 

4-(1) 計量標準におけるグローバルな競

争と協調 

      6410000 

 グローバル化する経済のもと、

国際的計量組織の一員としての

我が国のプレゼンスを強化するこ

とにより、産業の競争力強化と国

民生活の安全・安心の確保という

我が国の利益を増進させる。 

 国家計量標準の同等性に関する国際

相互承認体制 (MRA)及び計量器の技

術基準の同等性に関する国際相互受入

取り決め (MAA)を発展させる活動に率

先して取り組む。また、先端産業技術を

支援する戦略的な計量標準に関しては

先進国の計量標準研究所との競争と協

調のもとに効率的に開発を進める。特

に、環境、医療、バイオ関連等、進展の

早い標準技術に関しては国内対応体制

を強化する。 

      6410100 

  4-(1)-① メートル条約活動におけるプレ

ゼンスの強化 

      6411000 

  ・メートル条約の国際度量衡委員会

（CIPM）、同諮問委員会委員、作業部会

において議長・委員を引き受け、活動に

主導的に寄与する。 

・メートル条約の国際度量衡（CIPM）委員、諮問委員会

（CC)委員および傘下の作業部会委員の活動を支援す

る。 

・メートル条約の国際度量衡委員会（CIPM)、諮問委員会（CC)及び参加の作業部会

（WG)の開催に際して、我が国としての対処方針の取り纏めを行い、各委員の活動を支

援した。平成 21 年度に開催された諮問委員会等として、物質量諮問委員会(4 月）、単

位諮問委員会(5 月)、時間･周波数諮問委員会、長さ諮問委員会、放射線諮問委員会

(6 月）、測光･放射測定諮問委員会(9 月)、質量関連量諮問委員会（平成 22 年 3 月）に

NMIJ からの専門家を派遣した。 

  6411100 

  ・地域計量機関(RMO)と国際度量衡局

(BIPM)の合同委員会(JCRB)において国

際相互承認の調整に積極的に参画す

る。 

・地域計量機関（RMO）と国際度量衡局（BIPM)の合同委

員会（JCRB）において、我が国代表の委員の活動を支

援する。また、他地域の専門家地域機関（RMO/SRB）

の動向を引き続き調査し、NMIJ 関連部署や国との意見

集約調整を行い、我が国としての意見をとりまとめ諮問

委員に提供する。 

・地域計量機関（RMO）と国際度量衡局（BIPM)の合同委員会（JCRB)が平成 21 年 9 月

(タタルスタン）及び平成 22 年 3 月(フランス)に開催され、我が国代表の委員を APMP(ア

ジア太平洋計量計画）参加団の一員として派遣した。 

  6411200 

  4-(1)-② 法定計量条約活動におけるプ

レゼンスの強化 

      6412000 

  ・国際法定計量機構(OIML)の枠組みの

中で、OIML の国際相互受入取り決め

(MAA)の締結を受けてその実施に向け

た枠組みや体制の整備に寄与する。 

・毎年開催される CIML 会議に対して、CIML 委員の支援

と我が国の意見の集約を図る。引き続き MAA-DoMC が

円滑に実施されるよう支援を行う。 

・OIML-MAA 制度の円滑な実施のため、日常的な支援を行った。平成 21 年 6 月に開

催された MAA の参加資格審査委員会（CPR）に代表を送り、我が国の意見を反映させ

た。国際法定計量委員会（CIML）に対する我が国の対処方針を決定するために、経済

産業省や NMIJ 関係部署間の意見の調整・集約を行った。 

  6412100 

  ・国際法定計量委員会(CIML)委員の役

割を果たすとともに作業部会の活動に主

導的に寄与する。 

・CIML委員、CIML運営委員会（PRC)委員の業務を継続

して支援する。NMIJ 関連部署や経済産業省との意見集

約調整を行い、日本としての意見をとりまとめ CIML 委員

に提供する。日本で開催予定の OIML TC6「包装商品」

会議の準備を進める。 

・CIML 運営委員会（PC)に参加している我が国の CIML 委員、そしてドイツが担当する

OIML 開発途上国ファシリテータの業務を継続して支援した。NMIJ 関連部署や経済産

業省との意見集約調整を行い、平成 21 年 10 月と平成 22 年 3 月に開催された CIML

運営委員会、および平成 21 年 10 月に開催された CIML 委員会において、我が国の意

見を OIML 活動に反映させた。 

  6412200 

    ・OIML技術作業委員会(TC/SC)では我が国代表委員の

活動の支援を行うと共に、役職の獲得を継続して検討

する。国際法定計量調査研究委員会及び各作業委員

会・分科会における活動を集約し、代表委員に情報を提

供する。 

・OIML 技術作業委員会(TC/SC)では国際会議に参加する我が国代表委員の活動支援

を行った。国際法定計量調査研究委員会および各作業委員会・分科会における活動を

集約し、代表委員に情報を提供した。昨年度に引き続き、OIML技術作業委員会の委員

長・事務局獲得に向けて検討を行った。 

  6412210 

  4-(1)-③ 二国間協力の展開       6413000 

  ・国際計量システムの発展に資するた

め、諸外国の研究機関との間で先端標

準技術分野における共同研究、国際比

較、人的交流等を強化する。 

・経済産業省、関係団体の協賛のもと、「CIPM MRA10

周年」をテーマに国際計量標準シンポジウムを東京で開

催する。日中計量標準会議及び日韓計量計測標準協

力委員会の運営に協力する。 

・経済産業省の後援、日本計量機器工業連合会の共催の下、「CIPM MRA 10 周年とそ

の未来-ハブとしての国家計量標準機関の役割」をテーマに、第 9 回国際計量標準シン

ポジウム（平成 21 年 5 月、東京）を開催した。日中計量標準会議及び日韓計量計測標

準協力委員会の運営に協力した。また、NMIJ と NIM（中国計量科学研究院）の所長会

談（平成 21 年 8 月）、NMIJ と KRISS（韓国標準科学研究院）の所長会談（平成 21 年 9
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月、ソウル）を実施した。さらに、NMIJ と INMETRO（ブラジル国家度量衡規格工業品質

院）間の計量標準に関する研究協力 MOU（平成 21 年 10 月）を締結した。 

  4-(1)-④ 国内外の対応体制の強化       6414000 

  ・ナノテク、環境、バイオ、安全及び食品

等の分野で拡大している計量標準のニ

ーズを把握し、その対応策を協議する。 

・平成 20 年度に引き続き、臨床検査関連標準や食品の

安全性に必要な標準物質のトレーサビリティ確立に関連

する、国内意見の集約と、主要な国際会議への参加を

支援する。 

・APEC 化学計量ワークショップ（平成 21 年 8 月、シンガポール）、ANMET-APEC 材料

計量セミナー（平成 21 年 9 月、上海）、CIPM MRA10 周年記念シンポジウム（平成 21

年 10 月、パリ）、BIPM 生理学標準ワークショップ（平成 21 年 11 月、パリ）、BIPM ナノス

ケールワークショップ（平成 22 年 2 月、パリ）、BIPM-WMO 気候変動ワークショップ（平

成 22 年 3 月、ジュネーブ）に NMIJ から専門家を派遣し、これらの分野での国際的なニ

ーズと研究開発動向の把握に努めた。また、NMIJ と食総研による合同シンポジウム

（平成 21 年 7 月、東京）を開催し、食品分析における標準物質・技能試験の役割につい

ての国内の意見を集約した。 

  6414100 

  ・我が国の意見のとりまとめと国際的な

場における発信を通じて国際計量システ

ムの構築に資するために、産学官の関

係機関の連携の強化を図る。 

・平成 20 年度に引き続き、関係する他省庁を含めた実

効的な国内協力体制の確立に向けて、国際計量研究連

絡委員会を運営・活用するとともに、国際的な動きに対

応するため、我が国からの適切な専門家の派遣を支援

する。 

・関係する省庁、団体を含めた実効的な国内体制の確立に向けて、国際計量研究連絡

委員会を平成 21 年 9 月と平成 22 年 2 月に開催した。SI 単位の再定義に向けた動向、

バイオ燃料やナノテクノロジー分野における計量標準のニーズ、食品分析の信頼性確

保と国際整合化、放射線を利用した治療・診断技術、標準物質の関連ガイド類の改訂・

制定状況の報告に基づいて、今後の我が国の計量標準研究及び関連活動の進むべき

方向が議論された。 

  6414200 

4-(2) アジアを中心とした国際協

力の展開 

4-(2) アジアを中心とした国際協力の展

開 

      6420000 

 アジアを中心とした開発途上国

へ技術援助を行い、それにより開

発途上国の国際相互承認への参

画を促しつつ、我が国の計量標

準技術を反映した国際計量標準

システムを構築する。 

 アジア太平洋地域の国際計量機関に

対して積極的な貢献を行い、開発途上

国の計量標準機関の研究者、技術者の

研修受け入れや産総研研究者の派遣に

より途上国の技術ポテンシャルを高める

ことに協力する。また、開発途上国の国

家計量標準の校正依頼を受ける。 

      6420100 

  4-(2)-① アジア太平洋計量計画への貢

献 

      6421000 

  ・アジア太平洋計量計画(APMP)で引き

続き事務局の役割を務めるとともに、執

行委員や技術委員会の議長、委員を引

き受け、APMP 活動に主導的に寄与す

る。また、地域内の国際比較では幹事国

の引き受け、仲介標準器の提供等によ

って主体的な寄与を果たす。 

・アジア太平洋計量計画（APMP）の執行委員や技術委

員会の議長、委員を支援し、国際相互承認に基づく校

正測定能力（CMC)の登録に貢献する。地域内の国際比

較への我が国からの参加を支援する。 

・アジア太平洋計量計画（APMP）の執行委員、技術委員会主査と委員を支援した。平

成 21 年 12 月の APMP 総会において音響･超音波･振動技術委員会主査を獲得し、

NMIJ から 1 名の執行委員と 3 名の技術委員会主査を継続した。NMIJ から APMP 経由

での校正･測定能力（CMC)の登録、及びNMIJからAPMP国際比較への参加に対して、

申請書類の取りまとめや国際比較器物の輸送等について支援した。 

  6421100 

  4-(2)-② アジア太平洋法定計量フォー

ラムへの貢献 

      6422000 

  ・アジア太平洋計量フォーラム (APLMF)

の議長国と事務局の任を引き続いて果

たすとともに、運営およびワーキンググ

ループ活動に積極的に貢献する。 

・APLMF の議長・事務局担当の中国に対して、前議長･

事務局国として適宜支援を行う。 

・APLMF の議長・事務局を引き継いだ中国に対して、前議長国として適切な助言を行っ

た。APLMF 法定計量研修を運営する中国の APLMF 事務局に対して、研修運営に関す

る助言を継続した。平成 21 年 8 月の電力量計研修、さらに 9 月の農産物品質計測ワー

クショップに日本から講師を派遣した。さらに APLMF 農産物品質計測ワーキング・グル

ープの主査を引き続き担当し、前述の農産物品質計測ワークショップの企画・運営を積

極的に支援した。中国の議長・事務局に対して、平成 21 年 11 月にタイで開催された第

16 回 APLMF 総会の運営に関して助言を行った。さらに農産物品質計測ワーキング・グ

ループを通して総会運営を支援した。 

 中国が担当する APLMF サーキュラーや総会報告書等の各種出版物やホームページ

に対して、原稿提供や査読などを通して広報業務の遂行を支援した。 

  6422100 

  4-(2)-③ 開発途上国への技術協力       6423000 

  ・アジアの開発途上国への技術協力を

推進する。専門家の派遣、受け入れ及

・タイ国家計量標準機関（NIMT)に対して、技術移転され

た計量標準の拡大、改善のための協力を行う。アジア

・タイ国家計量標準機関（NIMT)に対して、技術移転された計量標準を拡大、改善する

ために、NMIJ から専門家派遣、NIMT スタッフの研修受入、標準物質の校正を行うとと

  6423100 
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び技術審査員（ピアレビューア）の派遣

等を行うことにより、技術協力相手国の

計量システムの構築と向上を支援する。

アジア太平洋地域におけるネットワーク

強化を図るために、韓国、中国、オース

トラリア及び台湾等との連携を深める。 

の開発途上国の国家計量標準機関からのピアレビュー

アの派遣要請や技術専門家の派遣･受入要請に応じて

適宜協力を行う。AOTS 海外技術者研修、JICA 集団研

修などの途上国援助への協力要請に応じて適宜協力す

る。 

もに、今後の NMIJ と NIMT との技術協力に関して両機関の経営層が議論を行った。ア

ジア太平洋地域の国家計量標準機関（タイ、シンガポール、オーストラリア、台湾、イン

ド）からのピアレビューア派遣要請に応じて、NMIJ から技術専門家を計 10 名派遣した。

タイからの研修講師派遣要請に応じて、NMIJ から技術専門家を派遣した。また、マレー

シアからの技術専門家の派遣要請に応じて、NMIJ から技術指導のために専門家を派

遣した。 

    ・日中計量標準会議、日韓計量計測標準協力委員会、

日中韓標準物質ネットワーク会議開催に協力し、アジア

太平洋地域におけるネットワーク強化の推進に貢献す

る。 

・日中計量標準会議（平成 21 年 11 月、東京）、日韓計量計測標準協力委員会（平成 21

年 11 月、東京）、日中韓標準物質ネットワーク会議（平成 21 年 9 月、ソウル）の開催に

協力した。日中計量標準会議を通じて、NMIJ と NIM（中国計量科学研究院）との間での

研究協力を推進する分野について議論した。日韓計量計測標準協力委員会では、韓

国 KATS とその試験機関である MPI（石油機器油化試験研究院）との技術協力につい

て議論し、質量計の分野での技術研修に関して NMIJ が協力することが合意された。日

中韓標準物質ネットワーク会議では、各国の国家計量標準機関の標準物質開発の現

状と将来の方向性について意見交換が行われた。 

  6423110 

５．計量の教習と人材の育成 ５．計量の教習と人材の育成       6500000 

 広範で質の高い計量業務に対

応できるよう、我が国及び開発途

上国の計量技術人材を育成す

る。具体的には、 

 計量法に基づき、計量研修センターと

計測標準研究部門を中核として法定計

量の教習を企画・実施して、国内の法定

計量技術者の技術力向上を図る。さらに

民間を対象として計量標準技術と品質シ

ステムの教習を行うとともに、開発途上

国の計量技術者の育成も併せて行う。 

      6500110 

・都道府県、特定市の地方計量

行政を担当する公務員のため

に、計量技術のレベル向上を目

的とした教習を行い、計量技術レ

ベルの向上を図る。 

・一般計量教習、一般計量特別教習、環

境計量特別教習（濃度及び騒音・振動）

を企画し、講師と実習指導者を選任して

実施する。 

・一般計量教習、一般計量特別教習、環境計量特別教

習（濃度及び騒音・振動）を企画し、講師と実習指導者を

選任して実施する。実施する研修プログラムの改訂を行

う。 

・一般計量教習 3 ヶ月コース×2 回、一般計量特別教習 2 ヶ月コース×1 回、環境計量

特別教習濃度 2 ヶ月×1 回及び騒音・振動 2 週間コース×1 回を企画し実施した。研修

プログラムの見直しを行い、開催回数、開催時期の適正化を行った。都道府県、特定

市検査技術者向けの技術講習会 2 日間コース×4 回を地方都市で開催した。 

  6510110 

・法定計量の技術を教習し、技術

レベルの高い一般計量士・環境

計量士を育成して国家資格の付

与に資する。 

・短期計量教習、指定製造事業者制度

教習及び環境計量証明事業制度教習

を、計量行政公務員を対象として企画

し、講師と実習指導者を選任して実施す

る。 

・短期計量教習、指定製造事業者制度教習及び環境計

量証明事業制度教習を、計量行政公務員を対象として

企画し、講師と実習指導者を選任して実施する。昨年に

引きつづき研修プログラムの見直しを行う。 

・短期計量教習 1 ヶ月コース×2 回、指定製造事業者制度教習 2 週間コース×1 回、環

境計量証明事業制度教習 1 週間コース×1 回を開催した。新任所長研修、幹部職員研

修など課題毎の短期計量教習を開催した。 

  6510210 

・ダイオキシン類の特定計量証明

事業者管理者講習及び分析技術

者研修を行い、超微量汚染物質

の計量証明に関する技術レベル

の向上に資する。 

・都道府県、特定市からの要望の多い単

科や 3－5 日程度の特定教習を、適宜、

企画して実施する。 

・計量行政機関からのニーズ調査を実施し、ニーズの多

い物を研修計画に反映させる。関西センターでの研修

計画を作成する。 

・平成 22 年度より開催を予定している計量行政公務員を対象とした技術者向けの技術

講習会を、関西センターでの実施するための計画案の作成、講習室の設置、講習設備

の準備を行った。 

  6510310 

・JCSS 校正事業者、環境計量証

明事業者の認定技術審査員研

修、校正技術者研修を行い、当

該制度の技術レベルの向上に寄

与する。 

・ダイオキシン類の特定計量証明事業管

理者講習及び分析技術者研修を実施す

る。 

・ダイオキシン類の特定計量証明事業管理者講習及び

分析技術者研修を企画し実施する。 

・ダイオキシン類の特定計量証明事業管理者講習 1 週間コース×1 回開催した。   6510410 

・アジア諸国等を対象とした国際

協力研修等を外部機関との協力

のもとに実施し、高い技術を持っ

た人材を育成する。 

・環境計量講習（濃度及び騒音・振動）を

企画して実施する。 

・環境計量講習（濃度及び騒音・振動）を企画して実施

する。 

・環境計量講習濃度 1 週間コース×12 回及び騒音・振動 1 週間コース×4 回開催した。   6510510 

・専門的な計量標準技術を民間

技術者へ提供し、技術移転を効

果的に行う。 

・JCSS 校正事業者、環境計量証明事業

者の適合性評価を行う審査員のための

研修を、独立行政法人製品評価技術基

盤機構と協力して実施する。 

・JCSS 校正事業者、環境計量証明事業者の適合性評

価を行う審査員のための研修を企画し実施する。 

・当該研修は、独立行政法人製品評価技術基盤機構と計量研修センターの共同主催と

なっており、今年度は製品評価技術基盤機構が開催を見送ったため、教習は開催しな

かった。環境計量証明事業者の適合性評価を行う審査員研修を 1 回開催した。 

  6510610 
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  ・JCSS 校正事業者、環境計量証明事業

者の技術者研修を実施する。 

・計量器製造事業者の技術者向けに、計測の不確かさ

研修を企画し実施する。  

・民間技術者向けの計測の不確かさ研修指導者育成 1 週間コースを、1 回開催した。地

方公設研の分析技術者向けの技術研修を 1 回開催した。 

  6510710 

  ・アジア諸国等の計量技術者を対象に

計量標準、法定計量及び計測技術に関

する研修を、外部機関と協力して実施す

る。 

・アジア諸国等の計量技術者を対象に計量標準、法定

計量及び計測技術に関する研修を、国内外部機関と協

力して実施する。 

・JICA 法定計量コースの 2 週間実施した。   6510810 

  ・ 計量の技術分野毎に民間の計量技術

者が校正業務の遂行等に際して容易に

参照できるような専門技術書（モノグラ

フ）を企画、編集、発行する。 

・計量標準報告を年 4 号発行し、産総研外の計量標準

関係者等に提供する。 

・効果的、効率的な情報発信を目的とし、計量標準報告の発行を従来の紙媒体から電

子ジャーナルへの変更を検討・決定した。発行の準備のため、原著論文、調査研究論

文の取りまとめを実施した。 

  6510910 

  ・民間の計量技術者を対象としたシンポ

ジウム、講習会を企画、開催する。 

・計量関係者向けのセミナー、成果発表会等を 2 件以上

企画・開催し、展示会出展を2件以上行うとともに、NMIJ

計測クラブの研究会活動・情報交換活動を実施し、 新

の計量標準の研究成果や活動に関する情報発信を行

う。 

・計量標準の関係者に向けて、計測標準フォーラム講演会、NMIJ セミナー、NMIJ 成果

発表会（2 日間）をそれぞれ 1 回、企画・開催した。国内の展示会 2 件、海外の展示会 1

件に出展した。また、28 の技術分野での計測クラブにおいて、研究会・講演会等の活動

を実施した。 

  9510a10 
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