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新たな知的基盤整備 Innovative Soft Infrastructure Initiative 

■近代的な計量標準の始まりは、18世紀末にフランスが取り組んだメートル法である。この単位制度は、すべての時
代に、すべての人々に等しく受け入れられることを事業の礎とし、地球の大きさなどから計量標準を設定した。 

■パリ万国博覧会などを契機として、メートル法の有効性は次第に認識されていき、1875年5月20日フランス・パリで、
17カ国の代表により「メートル条約」が締結された。 

■日本は明治19年（1886年）にメートル条約に加盟し、大正10年（1921年）4月11日、改正「度量衡法」が公布されて、
日本の長さの単位は基本的にメートルを使用することが決定された。これを記念して4月11日は「メートル法公布記
念日」となっている。 

◆18世紀に2人の天文学者（ドゥランブルとメ
シェン）が6年かけてフランス～スペイン間を
測量 

バルセロナ 
（スペイン） 

ダンケルク 
（フランス） 

◆測量結果を基に地球の大きさを推定 

◆長さの基準を設定 

出典：The Measure of All Things: The Seven-Year Odyssey and Hidden Error that Transformed the World（Ken Alder） 

【ｼﾞｮｾﾌ・ﾄﾞゥﾗﾝﾌﾞﾙ】 【ｱﾝﾄﾞﾚ・ﾒｼｪﾝ】 
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 １－１．計量標準の整備の経緯（１４０年の歴史）① －世界の計量標準の始まり－ 



 １－２．計量標準整備の国際的枠組み① －メートル条約－ 

新たな知的基盤整備 Innovative Soft Infrastructure Initiative 2 

◆メートル法を国際的に確立し、維
持するために、国際的な度量衡
（長さ、質量等）標準の維持供給
機関として、国際度量衡局を設立
し、維持することを取り決めた多国
間条約 

◆世界共通の計量単位制度の確立
を目指すもの。 

◆メートル条約の最高機関である国
際度量衡総会（CGPM）の下に、 

◆総会決定事項の代執行機関とし
て国際度量衡委員会（CIPM、事
実上の理事機関）が置かれ、 

◆その事務局として国際度量衡局
（BIPM）がある。 

メートル条約とは 

メートル条約の組織 

メートル条約加盟国：55カ国（2012年３月現在） 

出典：http://www.intermet.jp/metric/ 



海外
NMI 

1886年 メートル条約公布 

海外
NMI 

1999年 CIPM MRA（計量標
準の相互承認協定）締結 

NMIJ 

②各国のNMIは国内ユー
ザへ計量標準を供給 

ユーザ 

ユーザ 

①国家計量標準機関（NMI）同
士の計量標準の同等性の担保 

海外
NMI 

ユーザ 

ユーザ 

③各国のユーザ間の校正証
明書の同等性も担保 

◎計量標準の相互承認により、各国のユー
ザ同士も障壁のない自由な取引が可能に 
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 １－３．計量標準整備の国際的枠組み② －国際相互承認－ 

■1999年に締結された、メートル条約に基づく各国の計量標準の相互承認に関する取り決め（CIPM MRA）では、国家
計量標準機関の水平的な関係を認め、国家計量標準機関（NMI）どうしの校正証明書を相互に受け入れることを求め
ている。これにより、各国のユーザの校正・試験データの同等性も国を越えて認め合う仕組みが構築されている。 
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■科学や産業の分野では、目的に適した測定機器を導入して測定結果を数量化することに一層重要な役割があ
る。そこには測定の科学、すなわち理論と実践の合理的な融合が必要である。そして、測定結果の信頼性を評
価・表現する手段も必要となる。身の回りから範囲を広めて計量の世界を知り、それを有効に活用することが大
切である。 

※「トコトンやさしい計量の本」（日刊工業新聞社）から抜粋 
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 ２－１．計量とは －毎日の暮らしに直結する計量の世界－ 

■私たちは一日の生活において、実に多くの計ることに接
している。まず、目覚まし時計が知らせる時刻（時間）、
目覚めたときに感じる部屋の空気の状態（温度、湿度、
気圧）、顔を洗う水の温度などがある。 

■食事の用意をするときには、調理材料の質量（重さ）、
炊飯器内の米の水加減（体積）、電子レンジを使うとき
には時間と電力を指定する。これらのエネルギーは消
費電力量として電気料金にはね返る。 

■職場や学校に行く交通手段では、通勤電車の速度、加
速度、自家用車の燃料（体積）など。目的地までの距離
（長さ）も対象となる。もちろん、車内の温度・湿度は快
適である必要がある。学校や職場では部屋の明るさ（照
度）も調整する。 

■また、毎日の健康管理には、体温、体重、血圧、脈拍、
さらに胴回り（長さ）も気になる方もいるはずだ。 

１日における計量 

■これだけで計る対象としてすでに１０以上の量
（時間、温度、湿度、圧力、質量、体積、電力量、
速度、加速度、長さ、照度）が挙げられた。これ
らを計る機器として、時計、温度計、湿度計、
体重計（はかり）、血圧計、水道メーター、ガス
メーター、電力量計、などが家庭にある。 

■これらの量をどこまで正確かつ精緻に計るか
は、状況によって大きく異なる。しかし、通常の
生活の範囲では人間そのものが有する五感
（視、聴、触、味、嗅）と、蓄積された経験で間
に合わせている場合が多い。 

対象と精度 

科学・産業における計量へ 
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量 単位 定義 

長さ m（メートル） 1秒の299 792 458分の1の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ 

質量 kg（キログラム） 国際キログラム原器の質量に等しい 

時間 s（秒） 
セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放
射の周期の9 192 631 770倍の継続時間 

電流 A（アンペア） 
真空中に1メートルの間隔で平行に配置された無限に小さい円形断面積を有する無
限に長い二本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルにつ
き2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う一定の電流 

温度 K（ケルビン） 水の三重点の熱力学温度の1／273.16 

物質量 mol（モル） 
0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数に等しい数の要素粒子を含む
系の物質量 

光度 cd（カンデラ） 
周波数540テラヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1
／683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度 

■正しい「ものさし」のこと。 
長さや質量のような物理的な計測を行う際、計量計測器の目盛り調整を行うのに基準となるものを

計量標準という。 
濃度のような化学的な計測をする際、計量計測器の目盛り調整を行うのに基準となる物質を標準

物質という。 
■計測の基準となる「単位」の基本的なものは７種類あり、それぞれ国際的に以下の表のとおり定義さ

れている。実際の活動の中ではこれらの定義を実現した「ものさし」を作成する必要がある。 
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 ２－２．計量標準とは① －計量標準の定義－ 



新たな知的基盤整備 Innovative Soft Infrastructure Initiative 

■重さの基準は私たちの暮らしにも深く関わっている。そのひとつが、財布の中にある硬貨である。 
■1円=1グラム、10円=4.5グラム、100円=4.8グラムと硬貨の種類ごとに重さが厳密に決められている

※１が、これも基準の大元をたどると質量の国家標準であるキログラム原器につながる。 
■日本の硬貨は（独）造幣局で製造されており、（独）造幣局では、3年に一度、JCSS登録事業者※２に

依頼し、貨幣の重さの基準となる分銅の重さが変わっていないことを確認している。 

※１ 硬貨が定められた重さどおり作られているか、毎年、製造貨幣大試験でチェックされており、これは明治５年から140年間にわたり続いている。試験で使う分銅は、温度
20±2℃、湿度50±2%に設定された管理室で厳重に管理されている。管理室には１mg～20kgまで30個の分銅がある。 

※２ 計量法に基づく計量標準供給制度における登録事業者 

基準分銅 

1g 

日本国キログラム原
器（質量の標準） 

国民 
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 ２－２．計量標準とは② －身の回りの計量標準（質量標準と貨幣）－ 

http://www.nmij.jp/�


新たな知的基盤整備 Innovative Soft Infrastructure Initiative 

規格 
製品仕様、試験・測定技術 

機器、材料 
試験、検査に用いる測定器、分

析器、試薬等 

反映 

計量標準 
計測結果の信頼性を保証する

ものさし 

校正技術 
測定器の目盛りの確定方法、手順 

計量・計測に必
要とされるデー
タベース、ソフト

ウエア等 

■我々の身の回りの製品（工業製品・食品・薬品・建造物等々）を例に考えると、その仕様やそれを確
認する試験・検査方法等は規格により規定されている。 

■試験規格、製品規格において、客観的な数値データを得るためには計測とその基礎である計量標準
が不可欠となる。 

■計量標準の基盤性故、我々の生活においてはその効果が直接見えにくいものだが、産業活動にお
いて重要な役目を果たしている。 

計測技術 

計測・試験方法、手順 

価値創造
（基盤性大） 

価値普及 

研究開発・ものづくり 

反映 

利用 
利用 

利
用 
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 ２－２．計量標準とは③ －知的基盤の位置付け－ 

関連 



・光波長標準 

・光通信帯 
 波長、パワー標準 

・ｷｬﾊﾟｼﾝﾀﾝｽ標準 

・大容量 
ｷｬﾊﾟｼﾀﾝｽ標準 

整備した600種の国家計量標準 

・光屈折率標準 

・EMC、ミリ波 
レーダー用 
電磁波標準 

IT・電気 

・ナノ寸法標準 
・ナノ粒径標準 

ナノテク・材料 

・電磁波強度標準 ・ガンマ線
医療標準 

環境 

ﾊﾞｲｵ・医療 

・RoHS標準 

・アミノ酸  

・ナノ標準化 
 リスク評価 

・ナノ計測標準 

・食品安全 
  重金属・有機金属 
  有機汚染物質 

長さ、時間、温度、質量、電気、光、物質量 

・海水栄養
塩標準物質 

・臨床関連標準 
 純物質標準物質 
   （中性脂肪、DNA（定量）・・・） 
 血清標準物質 

産業の国際展開 

ライフイノベーション グリーンイノベーション 

・微小流量標準 

・バイオ燃料標準 

25 
nm 

・LED照明用
測光標準 

Ｈ２ 

・気体高圧力標準 

・REACH標準 
・温暖化ガス 

・動的試験評価 

・超音波標準 

・室内環境ガス 
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 ２－３．計量標準の動向① －拡大する多様なニーズへの対応－ 

■これまで整備した計量標準を基に、今後は中堅・中小企業にとってより利用しやすい標準を供給していくことが必要。 
■特に、イノベーションや規制対応、企業の国際展開等を支援する計量標準を中心に整備していくことが必要。 

国内・海外規制対応 

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.pref.fukushima.jp/eiseigakuin/img_f/rinken1.jpg&imgrefurl=http://www.pref.fukushima.jp/eiseigakuin/syokairi.html&h=360&w=480&sz=48&tbnid=IM2f8DvupWEJ:&tbnh=94&tbnw=125&start=87&prev=/images%3Fq%3D%25E8%2587%25A8%25E5%25BA%258A%25E6%25A4%259C%25E6%259F%25BB%26start%3D80%26hl%3Dja%26lr%3D%26sa%3DN�


 ２－３．計量標準の動向② －イノベーション創出を支える計量標準－ 

国内の現状 将来予測 

グリーン・イノベーションに貢献する計量標準のニーズが拡大 

◆電力会社により、国内の電力ネット
ワークは確実に運営され、電力供給に
おいて高い信頼性が確保されている。 

◆炭素社会への移行に伴い、今後、太陽光発電、風力発電、水素燃
料電池、バイオマスエネルギー等の再生可能エネルギー（新エネル
ギー）の活用が社会全体で飛躍的に増大すると予想される。 

◆これら新エネルギー源を効率的に活用し、これまでと同様に安定し
た電力供給を行うには、スマートグリッド技術の推進が不可欠。 

◆スマートコミュニティ関連市場:2015年に世界で約163兆円（推定） 

スマートグリッド技術の信頼性確保において予想される計量標準ニーズ 

◆その他、予想される標準ニーズ 
 
・風力発電や車載蓄電池の振動
の影響評価する交流標準 

 
・通信妨害を評価する高調波標準 
 
・蓄電池の性能評価のインピーダ
ンス標準 

 
・HEMSを支える電流センサー標準 

・ 
・ 
・ 
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電力の頻繁な流入出 
↓ 

電圧ﾌﾘｯｶｰ 
↓ 

電圧ゆらぎの評価基準
が必要 

新エネルギーの 
直流-交流変換 

↓ 
インバータ技術が重要 

↓ 
交直変換誤差の評価基準が必要 

高効率電力伝送 
↓ 

広帯域電流計測 
↓ 

広帯域電流標準が
必要 

電圧ﾌﾘｯｶｰ 
太陽光発電 

直流        交流 

インバータ技術 

高調波 

電圧ゆらぎの評価、抑制 直流-交流の変換誤差を高精度に評価 広帯域の計測 



法規制におけるＪＣＳＳの利用が進展 
（測定器のトレーサビリティの要求の高まり） 
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 ２－３．計量標準の動向③ －規制対応の計量標準－ 

法規名 義務づけ内容 JCSS引用箇所 施行日 

道路運送車
両法 

指定自動車整備事業者が備えるべき自動車検査用機械器具は、登録校
正実施機関が行う校正を受けなければならないが、登録校正実施機関の
登録要件としてJCSSによる校正を受けた測定器を用いることが義務づけら
れている。 

指定自動車整備規則 
 第13条の2第1項第1号 

H16.5.21 

電波法 無線設備の点検事業を行う者は、登録要件としてJCSSによる校正を受け
た測定器を用いることが義務づけられている。 

電波法 
 第24条の2第4項第2号ロ 

H16.1.26 

電気通信事
業法 

電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と接続する利用者の端末
機器は、登録認定機関の技術基準適合認定を受けなければならないが、
登録認定機関の登録要件としてJCSSによる校正を受けた測定器を端末機
器の技術基準適合審査に使用することが義務づけられている。 

電気通信事業法 
 第87条第1項第2号ロ 

H16.1.26 

気象業務法 気象庁以外の者が行う気象観測に用いられる気象測器は、検定に合格し
たものでなければならないが、その検定事務を行う者の登録要件として
JCSSによる校正を受けた気象測器を用いることが義務づけられている。 

気象業務法 
 第32条の4第1項第1号 

H14.4.1 

また、気象測器の器差の測定を行う者は、認定要件としてJCSSによる校正
を受けた測定器等を用いることが義務づけられている。 

気象業務法 
 第27条第3号 

高圧ガス保
安法 

一般高圧ガス、液化石油ガスの製造設備において、JCSSによる校正を受
けた温度計及び圧力計を設置することが義務要件の一つとなっている。 

製造施設の位置、構造及び設
備並びに製造の方法等に関す
る技術基準の細目を定める告
示 
 第6条（温度計の設置等） 
 第7条（圧力計の設置等） 

H5.11.1 

その他 ・自動車産業品質マネジメントシステム（ISO/TS16949）に採用 
・原子力発電事業者の計量器管理マニュアルに採用 
・陸上自衛隊における外部校正事業者の入札条件に採用 
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分析機器 計測対象 

GC/MS、ICP-MS、LC、AA、
UV、ICP、TOC 

水道水、環境水、排水中に含有する有
害物質（揮発性有機化合物、農薬、金
属） 

ICP、GC 土壌中に含有する有害物質（重金属、
揮発性有機化合物） 

GC/MS、LC 室内空気中の有害物質（ホルムアルデ
ヒド、トルエン）  

GC、LC、GC/MS 輸入野菜等に含有する残留農薬  

ICP、ICP-MS、GC／MS、
EDX、AA、FT－IR 

工業製品に含有する有害物質（クロム、
鉛、水銀、カドミウム、臭素系難燃剤） 

ＧＣ：ガスクロマトグラフ 
ＧＣ／ＭＳ：ガスクロマトグラフ質量分析装置 
ＬＣ：液体クロマトグラフ 
ＬＣ／ＭＳ：液体クロマトグラフ質量分析装置 
ＡＡ：原子吸光分析装置 
ＵＶ：吸光分光分析装置 

■計測対象のニーズの広がりとともに、標準物質による校正が必要となる分析機器も拡大 

分析機器と計測対象（例） 

ＦＴ－ＩＲ：フーリエ変換赤外分光光度計 
ＩＣＰ：高周波プラズマ発光分析装置 
ＩＣＰ－ＭＳ：高周波プラズマ発光質量分析装置 
ＴＯＣ：有機炭素計 
ＸＲＦ：蛍光Ｘ線分析装置 

（社団法人日本分析機器工業会ＨＰより） 

分析機器市場の拡大 

分析機器生産高推移 
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 ２－３．計量標準の動向④ －標準物質のニーズの広がり－ 



国際単位系（SI） 

基準物質 
NMIJ／AIST 

NMIJ CRM
（基準物質） 

一次標準測定法（純度決定） 

（10の業者に頒布業
務を委託し販売） 

・ISOガイド34 
・ISO/IEC 17025 

ユーザー 

CERI（指定
校正機関） 比較・調製 特定標準物質

（国家標準） 

特定二次標準物質 

校正（jcss） 

JCSS登録事業者 

実用標準物質 

校正（JCSS） （登録事業者がいな
い場合、直接供給） 

ＪＣＳＳ制度 

※純物質系 

標
準
品
（自
己
保
証
） 

試薬メーカ
が製造 

一次標準測定法（純度決定） 

NMIJで値付け 
（NMIJを通してSIト
レーサブルを保証） 

定量ＮＭＲ法、凝固点降
下法、クロマトグラフ法 

（純度決定） 

移行もあり 
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 ２－３．計量標準の動向⑤ －標準物質の供給状況－ 

一部はCRM 
（認証機関による認証） 

組
成
標
準
物
質 

ト
レ
ー
サ
ブ
ル 

標
準
物
質 



標準ガス（無機、有機） 34 
無機標準液（金属、非金属） 43 
pH標準液 6 
有機標準液 
（VOC、内分泌攪乱物質） 42 

計（種類） 125 

標準ガス 12 
有機化合物 41 
無機化合物 
（セラミックス、容量分析） 

14 

環境組成標準物質 24 
環境調和型標準物質 
（重金属、難燃剤、はんだ） 

15 

高分子標準物質 
（分子量、強度試験） 

16 

先端材料 
（鉄鋼、多層膜、空孔、イオン注入） 

26 

バイオメディカル標準物質 12 
計（種類） 160 

NMIJより供給 
1)JCSS（CERIを通じて供給） 

2)NMIJ-CRM 

環境 

●WEEE/RoHS 規制対応標準物質 

 有害金属成分化学分析用 プラスチック認証標準物質(Pb,Cd,Cr,Hg) 
 有害金属成分蛍光X線分析用 プラスチック認証標準物質(Pb,Cd,Cr) 
 水銀成分蛍光X線分析用 プラスチック認証標準物質（Hg専用） 
 有害金属成分蛍光X線分析用 プラスチック認証標準物質(Pb,Cd,Cr,Hg) 
 ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDEs)成分化学分析用 プラスチック認証標準物質 
 臭素成分蛍光X線分析用 プラスチック認証標準物質（Br専用） 
●土壌・河川水・石炭灰 規制対応標準物質  
 金属成分分析用 土壌認証標準物質 

 無機成分分析用 土壌認証標準物質(全量分析および１モル塩酸含有量試験対応) 

 有害金属成分分析用 汚染土壌認証標準物質 
 無機成分分析用 河川水認証標準物質  

 農薬成分分析用 土壌認証標準物質（シマジン，ディルドリン） 

 無機成分分析用 石炭灰認証標準物質 
●ダイオキシン類・PCB規制対応標準物質  
 ダイオキシン類分析用 フライアッシュ認証標準物質 
 ダイオキシン類分析用 焼却炉ばいじん認証標準物質 
 ダイオキシン類分析用 土壌認証標準物質  
 ダイオキシン類・PCB同族体分析用 河川底質認証標準物質  
 ダイオキシン類・PCB同族体分析用 海域底質認証標準物質  
 ダイオキシン類分析用 排水認証標準物質 
 ダイオキシン類分析用 模擬排水認証標準物質 

材料 

●金属・はんだ・二酸化ケイ素関係標準物質 
 微量酸素分析用 鉄鋼認証標準物質  
 微量金属成分分析用 アルミニウム認証標準物質  
 金属成分蛍光X線分析用 鉛フリーはんだ認証標準物質(WEEE/RoHS規制対応) 
 LSI分析用 二酸化ケイ素認証標準物質  
 LSI分析用 高純度アルミニウム認証標準物質  

食品 
●食品関係標準物質  
 栄養成分等分析用 粉乳標準物質 
 栄養成分等分析用 魚肉ソーセージ標準物質 

業界団体、学会より供給 

例）日本分析化学会から供給されている標準物質（26種） 
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 ２－３．計量標準の動向⑥ －国内の標準物質の例－ 



JCSS：計量法に基づき供給される標準物質 

■近年、安全・安心な社会を支える標準物質の整備が急務。 
■トレーサビリティが確保された標準物質の供給が追いついていない状況。 
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 ２－３．計量標準の動向⑦ －安全・安心な社会を支える標準物質－ 

＜水道法で規制されている５０項目の水質検査の際に、ある自治体の試験機関で使われている標準物質（例）＞ 
  項目 基準値 認証標準標準物質 標準物質   項目 基準値 認証標準標準物質 標準物質 

1 一般細菌 集落数100     26 trihalomethane 0.1mg/L     
2 大腸菌 不検出     27 trichloro酢酸 0.2mg/L   試薬会社標準 
3 Cd 0.01mg/L JCSS   28 bromodichloromethane 0.03mg/L JCSS   
4 水銀 0.0005mg/L JCSS   29 bromoform 0.09mg/L JCSS   
5 Se 0.01mg/L JCSS   30 formaldehyde 0.08mg/L JCSS   
6 鉛 0.01mg/L JCSS   31 亜鉛 1.0mg/L JCSS   
7 砒素 0.01mg/L JCSS   32 Al 0.2mg/L JCSS   
8 Cr（VI） 0.05mg/L JCSS   33 鉄 0.3mg/L JCSS   
9 CN 0.01mg/L   自己調整 34 銅 1.0mg/L JCSS   

10 硝酸 10mg/L JCSS   35 Na 200mg/L JCSS   
11 フッ素 0.8mg/L JCSS   36 Mn 0.05mg/L JCSS   
12 ホウ素 1.0mg/L JCSS   37 塩化物 200mg/L JCSS   
13 四塩化炭素 0.002mg/L JCSS   38 Ca, Mg 300mg/L JCSS   
14 1,4-dioxane 0.05mg/L   試薬会社標準 39 蒸発残留物 500mg/L     
15 1,1-dichloroethylene 0.02mg/L JCSS   40 anion界面活性剤 0.2mg/L   試薬会社標準 

16 cis-1,2-dichloroethylene 0.04mg/L JCSS   41 geosmin 0.00001mg/L   試薬会社標準 

17 dichloromethane 0.02mg/L JCSS   42 2-methyl-isoborneol 0.00001mg/L   試薬会社標準 
18 tetrachloroethylene 0.01mg/L JCSS   43 nonionic界面活性剤 0.02mg/L   自己調整 
19 trichloroethylene 0.03mg/L JCSS   44 phenol類 0.005mg/L   試薬会社標準 
20 benzene 0.01mg/L JCSS   45 有機物等（TOC） 5mg/L   自己調整 
21 chloro酢酸 0.02mg/L   試薬会社標準 46 pH値 5.8～8.6 JCSS   
22 chloroform 0.06mg/L JCSS   47 味 正常     
23 dichloro酢酸 0.04mg/L   試薬会社標準 48 臭気 正常     
24 dibromochloromethane 0.1mg/L JCSS   49 色度 5度   自己調整 
25 臭素酸 0.01mg/L   試薬会社標準 50 濁度 2度   試薬会社標準 
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第４期科学技術基本計画（平成23年8月19日 閣議決定） 

 
第三十五条  国は、研究開発に係る施設及び設備（以下この条において「研究開発施設等」という。）の共用並びに研究材料、

計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの（以下この条において「知的基盤」
という。）の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研
究者等の利用に供するものについて、研究者等が当該研究開発施設等及び知的基盤を利用するために必要な情報の提供そ
の他の当該研究開発施設等及び知的基盤を広く研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。  

 
４．国際水準の研究環境及び基盤の形成 
（２）知的基盤の整備 
研究開発活動を効果的、効率的に推進していくためには、研究成果や研究用材料等の知的資産を体系化し、幅広く研究者の利
用に供することができるよう、知的基盤注を整備していく必要がある 
 
注）   知的基盤：研究用材料、計量標準、計測・分析・試験・評価方法及びそれらに係る先端的機器、関連データベース等 

研究開発力強化法（平成20年6月11日法律第63号） 
（研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律） 

方針・戦略 

法律 

独立行政法人産業技術総合研究所法（平成11年12月20日法律第203号）  
第十一条 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 
一  鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。  
二  地質の調査を行うこと。  
三  計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと並びに計量に関
する教習を行うこと。  
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 ３．計量標準の整備と国の政策との関係① －国の基本方針、戦略－ 
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新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定） 

日本再生の基本戦略（平成23年12月24日閣議決定） 

■我が国の基本方針、戦略において掲げられている重点分野に貢献するべく、計量標準の
整備を行っていくことが必要。 

今後の知的基盤整備 

①イノベーション創出のための基盤整備 

（例） 
・ナノテクの計測技術・計量標準の一体的
整備 

②ものづくり基盤技術の高度化支援 

（例） 
・中堅・中小企業の事業活動の技術支援 

④アジア各国に対する基盤整備 

（例） 
・我が国の計量標準のアジア展開 

■震災・原発事故からの復活 
 
■新成長戦略の実行加速と強化・再設計 

－イノベーションを通じて、新産業・新市場を創出－ 
グリーン 
ライフ 
科学技術 
創業支援・中小企業・規制改革 等 

 
■経済連携の推進と世界の成長力の取り込み 

－国内の事業環境の整備と、アジアを中心とした世界でのビジネス展開の拡大－ 
成長環境整備 
成長果実の還流・アジア拠点化 
世界でのビジネス展開拡大 等 

 
■世界における日本のプレゼンス強化 

－ 「内向き志向」からの脱却を図り、国際貢献・国際協力を推進－ 
強靭なインフラの整備 
途上国等の経済を支える人材の育成 等 

■７つの戦略分野 
グリーン・イノベーション（環境・エネルギー） 
ライフ・イノベーション（健康（医療・介護）） 
アジア 
科学・技術・情報通信 等 

③震災・原発事故からの復活 

（例） 
・放射線・放射能計測に係る校正制度の
充実・強化 
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 ３．計量標準の整備と国の政策との関係② －新成長戦略、再生基本戦略との関係－ 
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〔情報共有の場〕 
・国際計量研究連絡会議 

・標準物質DB（RMinfo）  等 

経済産業省 
産総研/NMIJ* 

・計量標準の開発・維持・供給 
・計測技術、評価手法の研究開発 
・国際比較への参加 

総務省 

NICT＊ 

CERI*, JEMIC* ,JQA* 
・計量標準の維持・供給 
・国際比較への参加 

・計量標準の維持・供給 
・国際比較への参加 

厚労省 

国立医薬品食品衛生研究所等 

・標準物質の開発 

環境省 

国立環境研究所 

・標準物質の開発 

農水省 

FAMIC＊ 

・標準物質の開発 

産総研/計測フロンティア 
・計測技術の開発・普及 

＊略称 
NMIJ：独立行政法人産業技術総合研究所 

計量標準総合センター 
NITE：独立行政法人製品評価技術基盤機構 
NICT：独立行政法人情報通信研究機構 
CERI：一般財団法人化学物質評価研究機構 
JEMIC：日本電気計器検定所 
JQA：一般財団法人日本品質保証機構 
FAMIC：独立行政法人農林水産消費安全技

術センター 

国交省 

気象庁 

・標準物質の開発 

国土地理院 

業界団体、学会等 

・組成標準物質の開発 

食品総合研究所 
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 ３．計量標準の整備と国の政策との関係③ －計量標準整備の政策的位置付け－ 

■我が国の計量標準は産総研ＮＭＩＪが中核となり整備 
■計量標準の利用が法規制に係るものについては関係各省庁との連携強化が必要 

・校正事業者の登録（認定） 

NITE* 



■NMIJ及びNITEは、これまで自治体等を対象とした放射線測定の講習会や技術力向上研修を計２５回開催。 
■経産省及びNITEは、NMIJが被災したことにより校正を受けられなくなった特定二次標準器の校正の延長等の措置を講じた。 
■放射能測定器及び放射線測定器等の校正に関する情報を経産省ホームページから発信。 

＜放射線測定の講習会の様子＞ ＜放射線測定の実習の様子＞ 
●講習会、研修の実施（NMIJ, NITE） 

●計量法の特例措置（METI, NITE） 

 
 
 
 
 
・校正の期間の特例的な延長 
【概要】 
登録事業者が、計量器の校正に用
いる計量器であって特定標準器に
よる校正をされた計量器のうち経
済産業大臣が公示するものについ
て、特定標準器による校正の期間
の特例を設けた。 

平成二十三年東北地方太平洋
沖地震に起因して生じた事態
に対応するための計量法施行
規則の特例に関する省令 
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参照URL：http://www.aist.go.jp/aist_j/aist_sr/2011/10/sr_201110.html 
http://unit.aist.go.jp/col/sgr/shinsai/joukyou.pdf 

●放射能及び放射線測定器の校正（経産省ホームページ） 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/sokuteikikousei.html 

 ４．東日本大震災後の計量標準整備・普及の取組み 



■通常の業務において行う自らの測定結果が正しいも
のであることを、第三者に説得的に示すためには、自
らが測定に使用した機器はどのようにして校正されて
おり、またその校正の際に参照した標準はどのように
して校正されたものであるのか、を何らかの方法によ
り証明することが必要。 

■例えば、実際の製品やその性能が規格と適合してい
るかを判断・認証する場合、計量する行為が必要不可
欠である。その際、信頼ある計量手段が提供されてい
なければ、認証の信頼性が担保できない。この信頼あ
る計量手段の基準となるものが計量標準。 

規格 
（ISO・JIS等、型・性能
等を規定したもの） 

製品 認証 

正確な計量が必要 

適切※な“ものさし”が必要 
 

計量標準 

＝
 

 ５－１．①計量標準に期待される役割、機能 －計量標準の必要性－ 
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濃度（ppm） 

電気信号
（mV） 

標準物質の必要性 

①標準物質の濃度 

②電気信号の数値 

③未知の試料
の分析結果 

④濃度判明 

濃度が分かっている標準物質を使用し、分析
機器の電気信号との関係（検量線）を作成 

検量線 

■通常、化学分析において、ある物質を定量（濃度
を把握）する場合、分析機器を使用。 

■分析機器からの出力値として直接得られる値は、
濃度ではなく電流値や電圧値であり、濃度を知る
ためには電流値や電圧値を濃度への換算が必要。 

■この換算の際に必要となるのが標準物質。 

※ 社会一般に認
められた共通の基
準（測定のものさ
し）という意味 

計量標準の必要性 



長さの測定は、長さの計量標準である、ヨウ素安定化
He-Ne（ヘリウムネオン）レーザを用いて※標準尺を作製
し、これを基に長さの測定器を校正することによって行わ
れる。 

標準物質による濃度の測定は、既知量の物質を含ん
だ試料（標準物質）を測定した場合の分析チャートと測
定対象物を測定した場合の分析チャートとを比較する
ことによって行われる。 

（１）計量標準による長さの測定 

※実際のトレーサビリティの体系では、長さの国家計量標準は光周波数コム装置。ヨウ
素安定化ヘリウムネオンレーザ（正式には、長さ用633nmよう素分子吸収線波長安定化
He-Ne レーザ装置）は、光周波数コム装置により校正される特定二次標準器にあたる。 

（２）標準物質による濃度の測定 

両面間の寸法（長さ）
がそのまま標準に 

レーザ ブロックゲージ 

ノギス 

レーザにより正確に
寸法を決定 

寸法が決まった物
体を測定し、目盛
りが付けられる 

○濃度が分かっている物質 
（標準物質（1.00ppm））を投入 

○濃度の分からない物質を投入 

分析 

分析 

高さが1.00cm 

高さが0.78cm
であれば・・・ 

1.00ppm 

0.78ppm 
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 ５－１．②計量標準に期待される役割、機能 －長さ、濃度の測定－ 
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 ５－１．③計量標準に期待される役割、機能 －中堅・中小企業への対応－ 

従来  
before 

現状/今後  
after 

■大企業、親会社による管理 ○企業の国際競争の激化 
○調達関係の変化 

・技術基準 
・検査基準 
・納入基準 
・トレーサビリティ確保 

・ 
・ 
・ 

■中堅・中小企業は従うのみ 

■中堅・中小企業に対する要求 

・これまで従うだけだった精度管理を
自らすべて行う必要 

・製品の有用性・信頼性・トレーサビ
リティを科学的・客観的に示す必要 

・これまで以上の高い技術力（生産
技術、高精度部品等）の要求 

・取引において直面する様々な規制
への対応を行う必要 

・ 
・ 

■海外進出、他分野への展開が拡大 

■自動車製造企業と部品納入企業の関係などにおいて、中堅・中小企業を取り巻く環境が変化しつつある。 
■しかし、計量標準の整備においてこのような環境変化をあまり考慮せずに取り組んできたことが、普及・認知度の

面での阻害要因になっていると考えられる。 
■まだ、環境の変化は顕在化していないため、中堅・中小企業における計量標準の認知も不十分であると思われる

が、今後の計量標準整備はこういった変化にも対応し、企業活動をサポートしていくことが求められている。 

受け身・指示待ち 自ら必要な情報を入手 

＜事例＞ 
－英国ロールス・ロイス社 
・航空宇宙などの新規開発案
件で、日本の中小企業との連
携・調達を検討中。 

・連携のすそ野を広げ、グロー
バル競争力の向上につなげる
ことが狙い。 



■自動車の生産工程において使われる計量標
準は、国家標準に繋がっており、例えば日産
自動車においては精度管理している社内一次
標準器が231点、各事業所には社内標準器で
校正された二次標準器が約280点あり、それ
により校正される生産現場の計測機器は約3
万点ある。 

■国家計量標準と繋がった各種計測機器を使用
することにより、車体の品質や我々の安心・安
全が確保されている。 

写真１ 生産ラインの溶接工程 

たくさんのロボットによる正確な作業が
進められる。 

写真２ エンジンユニットの搭載工程 写真３ 生産ラインを出た製品の完成検査 

人の技術と計量標準が、人と社会の安
心・安全の確保に役立てられている。 

各種の計測器が使用されている。 

※写真：日産自動車ホームページより 

 ５－２．①計量標準の活用事例 －生産現場における事例（自動車）－ 
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■自動車メーカーは、以下の２点について
計量標準、計量管理を重視している。 
・お客様に渡す車の品質を保持（保証）
する 
・品質管理面で不良品を減らしてコスト
を削減する 

自動車の品質管理に活用 国家計量標準との関係 

NMIJ 

日産自動車  

社内標準器 

現場計測機器 



【以前】 
米国籍の機体と部品の整備に
はNISTトレーサブルを要求 

【現在】 
各国の国家計量標準機関に
トレーサブルであれば良い 

国際相互承認の
進展（1999～） 
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1996年 航空機墜落事故 
 
1998年～ 

米国連邦航空局（FAA）は米国籍航空機の整備

作業を行う場合、日本の整備会社であっても整備
に使う計測器はすべてNIST（米国国立標準技術
研究所）トレーサブルを要求 

 

航空機問題の経緯 

（国内業界） 
航空機の整備には、マイクロメータ、ノギス、トル
クレンチ、温度計、熱電対、電圧・電流計など多
数の計測器を使用しているため、すべてをNIST
トレーサブルにすることは大変な手間と経費の
増大。 

対応 

1999年 
■当時の通産省工技院と

NISTとの間で計量標準分

野での協力について取り
決めを締結 

 
■NISTとの国際比較を頻繁
に実施 

 
■FAAに対して計量標準の
同等性を主張 

 
 
 

対応困難 

これまでの政策効果 

 
2003年 
■FAAから免責措置を受けることが可能

となる。 
 
■我が国の国家標準にトレーサブルな計

測器を、米国の航空機や部品の整備
に使用することができるようになる。 

 

（国際動向） 
計量標準の分野において世界
的にMRA（CIPM-MRA）が締結

され、この協定（枠組み）によ
り、世界的規模で網羅的な国際
比較、相互承認が進展。 

～FAAの検査運用通達に相当する
Advisory Circularの基準～ 

 
「日米同等性が証明された日本の計
量標準にトレーサブルでよい」 

【国際競争力の確保】 
拡大する計量標準への対応、安全・安心の
ための計測技術、次世代計量標準開発等に
おける日米間の協力の進展 

【国内業界の負担軽減】 

期待される効果 

 ５－２．②計量標準の活用事例 －国際的な事例（航空機）－ 

航空機の整備に活用 



世界初、音叉式高精度力センサを開発 
新光電子(株)（茨城県つくば市） 

 研究・医療・化学・工業等の高精度の計量計測
を必要とする産業ニーズに応え、楽器の音を調
整する際に使用する音叉の原理（振動子に荷重
を加えると振動周波数が変化する）を利用して、
微細な力や質量を測定する音叉式高精度力セ
ンサを開発。 
 新光電子株式会社は、その音叉式センサを搭
載した電子天びんや各種はかりの世界唯一の
メーカー。「高精度」「耐久性」「省エネルギー」「コ
ストパフォーマンス」で高い評価を得ている。 

0.00１gから測定可能な汎用電子天びん 
  HJシリーズ（ひょう量220g～15kg） 

 京都電子工業（株）は、分析機器専門メーカー
として１９６１年設立された。化学分析の基本で
ある滴定装置をはじめ水分計など素材開発や品
質管理に欠かせない分析機器を国内外を問わ
ず製造販売している。また、環境計測器の煙道
排ガス中の塩化水素をモニターする濃度計は、
非常に安定した独自の測定方法によって、常に
９０％以上のシェアを占めている。この他にも、
独自技術により簡便な測定を可能にした熱伝導
率計等の製品を生み出している。 

企業の研究開発を支える分析機器を製造 
京都電子工業(株)（京都府京都市） 

 温度制御関係素材の輸入商社として創業する。
その中にシース熱電対の完成品輸入販売もあっ
たが、客先仕様、納期に対応するためこれを国
産化、また自社オリジナルのシース型白金測温
抵抗体の開発に成功し、メーカーに転進し、新工
場建設により飛躍的な発展をとげた。現在では
温度センサーは世界的なブランドとなり、関連す
る電気加熱ヒータの製造等であらゆる産業界に
広く貢献している。 
  

Ｈ２ロケット搭載温度センサーを開発・製造 
(株)岡崎製作所（兵庫県神戸市） 

 ３次元測定機の精度管理を簡単にする「ものさ
しのものさし」。株式会社浅沼技研は、この測定
精度管理に着目。１０年に及ぶ研究の結果生み
出した３次元測定機検証用ツールは、いわば「も
のさしのものさし」であり、簡単かつ安価で、３次
元測定機の精度点検・日常点検を可能にし、３
次元測定機の精度を常に１００％に保つことを可
能にした。 

日本初、3次元測定器検証用ツールを開発 
(株)浅沼技研（静岡県浜松市） 

３次元測定機検証用ツール 

 同社が開発したNC歯車測定・評価システムは
現在世界標準となり、各国で使用されている。歯
車の規格もこのシステムを基準に整備されてき
た。また、歯車測定機の製造では伝統技術のキ
サゲ加工を残し、技術継承を怠らない。レーザ
干渉計を利用するナノ計測にも挑戦し、信頼性
の高い品質向上に努めている。計測技術の高
度化のためにブロックゲージの校正にも挑戦し、
2007年ＪCSS校正機関に認定登録された。 

伝統技術と先端技術の融合で高精度歯車測定 
大阪精密機械(株) （大阪府東大阪市） 

全自動歯車測定機 

世界４位のシェアを誇る温度制御機器メーカー 
理化工業(株) （東京都大田区） 

 同社の製品は、温度調節計業界国内２位、世
界で４位のシェアを持ち世界に通用する温度制 
御技術を有している。同社は、産業界のニーズ
を見越しながら単機能の温度制御から温度・湿 
度・シーケンスなどをコントロールする複合制御
機能、複合技術によるハイブリット化へとより高
性能製品の開発、並びにシステム提案ができる
技術力を培ってきた。 

デジタル温度調節計 

高分解能の温度調節計 

高性能多点ｺﾝﾄ
ﾛｰﾙｼｽﾃﾑ 

※中小企業庁「元気なモノ作り中小企業３００社」（2006年、2007年）のうちＪＣＳＳ登録事業者の事例を抜粋 新たな知的基盤整備 Innovative Soft Infrastructure Initiative 24 
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