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Ⅰ．計量標準・標準物質 

利活用の 
類型 

標準の分類 

安全・安心 
イノベーション 
先端計測技術 

産業競争力 
ものづくり基盤 

国際展開 
環境・エネルギー 規制対応 

時間・周波数 ２２ ２７ 

長さ ５９ ２８,２９,５９ 

質量 １ ２３ １ 

圧力・流量 ２,３,４ 
４, 

４９～５０ 

電気・磁気・電波（電流、
電圧、高周波等） 

２４ 
２４, 

３０～３４ 
５１ 

３１, 
５３～５６ 

温度 ５,６,7 ５,６,7 

力・硬さ・角度・密度等 ８ 
８, 

３５～３８ 
３５ 

音響・超音波・振動 ９,１０ 

測光・放射線・放射能 １１～１４ 2５ 
３９,４０ 
４１,４２ 

４１,４２ 

標準物質 
１５～１８ 
１９～２１ 

２６ 
２０ 

４３～４８ 
５２ 

１９,２１, 
５７,５８ 

【 活用事例インデックス 】 

注）利活用の類型が複数に該当する事例は番号に下線 



  計量標準・標準物質とは？ 

出典） 産総研採用案内「未来をはかろう」 







Ⅰ．計量標準・標準物質 
１．「質量標準」                                       
  －医薬品開発や環境分析に不可欠な正確な

質量計測－ 
 
２．「圧力標準」                                       
  －広い圧力範囲で高精度の圧力標準を供給、 
     信頼性の高い圧力計測に貢献－ 
 
３．「高レイノルズ数流量標準」                               
  －発電プラント等における 

省エネ、安全性向上に貢献－ 
 

４． 「リーク標準」                                   
  －安全・安心の確保から地球温暖化対策まで

幅広く活用－ 
 

５．「高温標準」                                             
  －素材産業等の製造プロセスにおける 

品質・安全管理のための 
高温度計測の信頼性向上に貢献－ 

 

６．「低温度標準」                                                     
  －食品・医療医薬品、航空機部品等の製造プ

ロセスにおける品質・安全管理のための低
温度計測の信頼性向上に貢献－ 

 
７. 「中温・室温における放射温度標準」                                     
  －品質・安全管理のための 

温度計測の信頼性向上に貢献－ 
 
８．「湿度標準」          
  －湿度測定の信頼性向上に貢献－ 
 
９．「超音波標準」                                     
  －医用超音波機器の 

「効果」と「安全性」の評価に貢献－ 
 

１０．「振動・衝撃加速度標準」                                  
  －社会の安全・安心の確保と産業の 

国際展開に貢献－ 
 
１１．「医療用放射線標準」                                        
  －高精度線量評価で放射線治療の信頼性向上－ 
 
１２．「放射能標準」                                        
  －放射能精密測定技術で社会を守る－ 
 
１３．「放射線標準」                                        
  －放射線計測の信頼性と安全に貢献－ 
 
１４．「中性子標準」                                        
  －社会の安全・安心と信頼性確保に貢献－ 
 
１５．「環境・食品関連の認証標準物質」                               
  －環境・食品に関わる安全・安心の確保に貢献－ 
 
１６．「標準ガス」                                                                                               
   －クリーンな大気を守る標準ガス－      
 
１７．「PCB分析用標準物質」                                         
  －精緻な分析を実現し、 

PCBの迅速・適切な処理に貢献－ 
 
１８. 「臨床検査用標準物質」                                   
  －臨床検査の信頼性・互換性確保に貢献－ 
 
１９. 「粒子標準」                                
  －確かな粒子計測技術に基づく 

ナノ粒子管理の安全・安心確保－ 
 
２０．「定量NMR技術による農薬標準物質の迅速整備」                        
  －標準物質の校正技術の高度化により 

食品安全に貢献－ 

２１. 「有機標準液」                                    
  －安全・安心な水の提供に貢献－ 
 
２２．「特定標準器「光周波数コム装置」」                           
  －光のものさしでモノづくりを高精度化－ 
 
２３．「アボガドロ定数測定による質量標準高度化」                                   
  －基礎物理定数による質量標準実現に貢献－ 
 
２４．「磁気標準」                        
  －磁性材料の性能評価や 

周囲環境磁場の測定に貢献－ 
 
２５．「分光拡散反射率標準」                                       
  －光の反射率を精密計測して 

先端の材料評価に貢献－ 
 
２６. 「ナノ空孔評価のための標準物質」                                    
  －ナノ空間を利用した 

革新的材料の研究開発に貢献－ 
 
２７． 「周波数遠隔校正技術」                               
  －グローバルな企業を展開を支える 
   周波数遠隔校正－ 
 
２８．「三次元測定機」                                    
  －三次元の「形」をすべてデジタル化、 
    ものづくり産業を支援－ 
 
２９．「ブロックゲージ」                                 
  －あらゆる製造現場で利用される 
    寸法測定の基準器－ 
 
３０．「直流電圧・抵抗、キャパシタンス標準」                       
  －生産現場での品質向上に貢献－ 



４１．「電力・電力量標準」                                     
  －電力取引や製品の高品質化等に貢献－ 
 
４２．「変成器標準」                                     
  －大電流及び高電圧を高精度に測定し 

公正な電力取引に貢献－ 
 
４３．「固体熱物性標準と熱物性データベース」                                        
  －熱問題への確かなソリューションの構築 

を効果的にサポート－ 
 
４４． 「深さ方向組成分析用の薄膜標準物質」                                              
  －薄膜の厚さを高精度に測る技術で 

国際標準化に貢献－ 
 
４５. 「半導体デバイス開発用標準物質」                                                 

－極浅領域評価技術の高信頼性化で 
国際競争力強化に貢献－ 

 
４６．「高純度無機標準物質・無機標準液」                                     
  －質量、電流、時間等のＳＩ単位を 

基準にした普遍的な純度－ 
 
４７．「EPMA標準物質」                                     
  －確かな材料分析を支えて 

高性能製品開発に貢献－ 
 
４８．「高精度標準スペクトルデータ（SDBS）の提供」 
  －世界のユーザに支持されている 

スペクトルデータベース－ 
 
４９．「水素ガス流量標準」 

 －次世代燃料の水素の普及を目指して－                                       
 
５０．「石油流量標準」                                         
  －石油を正確に測定して省エネルギーと 
         公正な取引に貢献－ 

３１．「電気複合量の一括校正技術」 
  －電気製品や電子部品の輸出を支援－ 
 
３２．「インダクタンス標準」                                                       
  －生産現場での品質向上に貢献－ 
 
３３．「直流高電圧標準」                                
  －安全性の確保と先端技術に貢献－ 
 
３４. 「交流電圧標準（交直差標準）」                                     
  －産業界への交流電圧標準の 

供給に貢献－ 
 
３５． 「トルク標準」          
  －正確なトルク計測で締結部の 

信頼性向上と 省エネに貢献－ 
 
３６．「社会の安全・安心を支える硬さ標準」          
  －材料強度の信頼性確保と産業への貢献－ 
 
３７．「角度標準」          
  －日本発の角度校正技術で、 

ものづくり産業を 支援－ 
 
３８． 「密度・屈折率・粘度標準」          
  －様々な液体利用分野を支える 

高精度・高信頼性基準－ 
 
３９．「次世代光源のためのLED測光標準」                                       
  －信頼の高い明るさ計測を通じて 
          LED普及に貢献－ 
 
４０．「照度標準」                                     
  －あらゆる生活、労働及び教育環境におけ

る安全管理のための照度の信頼性向上に
貢献－ 

５１．「電流標準（シャント標準）」                         
  －電流を高精度に測る技術を活かして 
         省エネに貢献－ 
 
５２．「バイオ燃料分析用の認証標準物質」                                    
  －バイオ燃料の普及に貢献－ 
 
５３．「各種通信・レーダ等へのアンテナ標準の活用」         
  －1GHz以上のEMC規制に対応したアンテナ 
         標準開発と供給による公設研、企業支援－ 
 
５４．「伝導性EMC試験の高度化・効率化」          
  －効率的な伝導性EMC試験の普及に貢献－ 
 
５５．「高周波標準」          
  －電波の高精度標準計測により 

電気通信機器の安全利用に貢献－ 
 
５６．「アンテナ標準」          
  －アンテナ標準で電磁波を精密測定して 
         EMI規制対応に貢献－ 
 
５７．「RoHS指令対応の認証標準物質」                                      
  －RoHS指令関連の分析や環境配慮設計に貢献－ 
 
５８．「有機ふっ素化合物分析用の認証標準物質」                                    
  －工業製品の規制遵守・環境リスク 

の監視に貢献－ 
 

５９．「ナノスケール標準」                                    
  －微細なものさしで高品質なモノづくりを支援－ 
 
 
 
 
 







質量は、物体の動きにくさ・止まりにくさ（慣性質量）と
地球など他の物体に万有引力により引き付けられる
強さ（重力質量）という物体の二つの性質を表す。 
質量の単位 ”キログラム ( kg )” は、国際単位系(SI)
では基本単位の一つになっている。 

■質量とは 

■質量標準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 kg（キログラム原器）を起点として、1 mgから5 000 kgまで
の標準分銅を所内で校正し、質量の標準器として設定・維
持している。そして、これらの標準分銅を参照して、法規制
のための基準分銅や校正事業者が使う参照分銅を校正す
ることにより、標準を供給している。 

医薬品開発や環境分析に不可欠な正確な質量計測 

◆ 医薬品の開発や製造においては、試料の
調製などのために、ミリグラムあるいはそ
れ以下の小さい質量を高精度に計測する
ことが不可欠である。 

◆ 環境分析においても、分析装置の校正・
点検用の標準ガスなどの標準試料を調製
するために、質量標準にトレーサブルでか
つ高精度な質量計測が不可欠である。 

◆ このほか、質量標準は、法規制に用いら
れる基準分銅を検査するため、並びに圧
力・密度・力・トルク・液体流量など産業上
重要な量の標準を設定・維持するためにも
必要とされている。 

 

① 安全・安心 

◆現在標準を供給している1ミリグラムより更に小さい微小な質量の範囲
で、質量計測の信頼性向上が求められている。 

◆既存の1 mgから5000 kgの範囲においても、質量計測の一般ユーザか
ら、より高精度な標準供給のニーズがある。 

質量標準の利活用の問題点 

◆ 微小質量計測の信頼性を確保するための新しい手法の開発。 
  質量標準の微小質量側への範囲拡大。 
◆ 高精度な校正能力を有するJCSS校正事業者等の育成支援。 

今後の対応の方向性 

１ 

力標準機（力の国家計量標準）
の重錘の質量調整と校正 

日本国キログラム原器 

環境分析装置のための標準ガスの調製 
（写真： NMIJ 有機分析科 ガス標準研究室） 

標準分銅 （1 g～1 kg） 

標準分銅 （5 000 kg） 

薬品の開発・製造過程に 
おける試料の質量測定 

（イメージ） 

⑤ 規制対応 

  １．計量標準の活用事例 －質量標準－ 



圧力は、単位面積あた
りに働く法線方向の力
の大きさで 定義される
測定量である。 
産総研では、定義をそ
のままに実現する「重錘
形圧力天びん」及び「液
柱形圧力計」とよばれる
装置を高精度に維持・
管理し、それを用いて標
準供給を行っている。 

■圧力標準とは 

■整備・維持している標準 

広い圧力範囲で高精度の圧力標準を供給することで、 
信頼性の高い圧力計測に貢献 

◆高精度な圧力標準器の操作性や効率性に課題 
◆圧力標準による各種圧力計の校正に係わるユーザー負担大  

圧力標準の利活用の問題点 

◆ユーザー負担の少ない校正および標準供給の手法 
◆産業現場での圧力計測の効率的な信頼性確保 

今後の対応の方向性 

重錘形圧力天びんの原理図 

p
A

シリン ダ

Mg
ピストン

重錘

p0

p = Mg/A + p0 

高圧標準を実現するための 
大型の重錘形圧力天びん 

圧力の国内標準供給体系 

種類： ゲージ圧力 
     絶対圧力 
     差圧 
媒体： 気体、液体 
圧力標準の範囲：  
   1 Pa ～1 GPa (109 Pa) 

広範囲で高精度の 
圧力標準を実現 

気象観測 

高度計 設備点検 

医療・ 
健康管理 

自動車・ 
内燃機関 

空調 

環境測定 

各種製造・ 
プラント設備 

国民生活・ 
産業の 
幅広い 

分野で活用 

重錘形圧力天びん 

デジタル圧力計 

機械式圧力計 液柱形圧力計 

各種圧力計の信頼性確保 

産業技術総合研究所

圧力の国家標準
光波干渉式標準圧力計 （液柱形圧力計）

ピストン式一次圧力標準器群 （重錘形圧力天びん）

JCSS校正事業者

国家標準により校正された圧力標準器
重錘形圧力天びん

JCSS校正事業者

JCSS校正された圧力標準器
重錘形圧力天びん、液柱形圧力計、

デジタル圧力計、機械式圧力計

ユーザー

現場における一般圧力計測機器
重錘形圧力天びん、液柱形圧力計、

デジタル圧力計、機械式圧力計

jcss
校正

JCSS
校正

JCSS
校正

JCSS
校正

NMIJ,
AIST
校正

① 安全・安心 

  ２．計量標準の活用事例 －圧力標準－ 
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発電プラントにおいては、非
常に高いレイノルズ数（流体
力学的相似則が成立する無
次元数）における流量計測
が行われている。省エネおよ
び安全性向上の観点からは、
ここで使用する流量計を実
際と同じ高いレイノルズ数に
おいて校正する必要がある。 

■高レイノルズ数流量標準とは 

■水流量（高レイノルズ数）標準 
高レイノルズ数流量校
正設備は水流量に関す
る国家標準（特定標準
器）の一部として構築さ
れた。本設備は世界最
大規模の水流量校正
設備である。 

発電プラント等における省エネ、安全性向上に貢献  

◆一部流量計に関しては、実温度における試験が必要であり、高温高圧
における試験設備に関して不十分な面がある。 

◆レイノルズ数に関する外挿について規格主義の傾向が強く、実流校正
値の使用に対する文化が十分には根付いていない。 

水流量（高レイノルズ数）標準の利活用の問題点 

◆現状設備よりさらに高温・高圧下における校正サービスが可能な
ように、設備の拡充を行う。 

◆高レイノルズ数流量校正試験に関して広範に実施し、省エネ等を
含めて国民生活の安全性向上に寄与する。 

今後の対応の方向性 

最大レイノルズ数2.0x107、
最大流量12000m3/hを達成。 
このレイノルズ数は世界最
大で、実プラントでの値に
相当する。校正の不確かさ
は0.08%～0.10%。また最高
水温80 ℃まで試験が可能。 

■原子力発電所用給水流量計 
 

 原子力発電所における熱出力管理に使用される給水流量計につ
いては、従来ASME-PTC6に準拠したFlow Nozzleが使用されてい
たが、これに超音波流量計を適用するための基礎試験を実施した。
本試験においては、水温や流量といったレイノルズ数に関するパラ
メータのほか、上流側配管条件をより実機に近づけるための立体
配管を構築しての試験も実施されている。既に超音波流量計を導
入済みの米国では低レイノルズ数の校正結果から、外挿等を用い
て、実プラントの校正値を得ているが、本研究では正確な流量測定
ためには高レイノルズ数における校正が必要であることを実証した。 
 また、Flow Nozzle、超音波流量計とも原子力発電所の安全性を
担保するためには、定期的な校正が不可欠であり、本標準はこれ
に寄与することができる。 

■発電プラント等蒸気タービン評価 
 

 ASME-PTC6に記載されるFlow Nozzleについては、発電プラント
における心臓部の蒸気タービンの性能評価を行うために、広く使用
されてきている。しかし、その流量特性については、従来よりレイノ
ルズ数の外挿により行われている。高レイノルズ数流量標準により
実プラントと同じ高いレイノルズ数での試験を実施し、ASME規格に
おける外挿方法についての問題点を明らかにしつつある。また、本
ノズルにおいても、実流（実レイノルズ数）校正の必要性が高いこと
が明らかにされつつある。 
 また、実プラントに納品されるFlow Nozzleについての校正も実施
してきている。 

※発電プラントの海外における積極的な建築にともない、高レイノルズ数校正設備の唯一性から、
今後、より海外に向けた高レイノルズ数水流量に関する標準供給が期待される。 
※上記の他、大型ポンプ評価に用いる流量計の校正等への標準供給が期待される。 

① 安全・安心 

  ３．計量標準の活用事例 －高レイノルズ数流量標準－ 
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■リーク標準とは 

校正対象：ヘリウム標準リーク 

校正方法：基準ヘリウム流量と 

                比較して校正 

校正範囲：10-8 Pa m3/s 

                 〜10-6 Pa m3/s 

国際比較：CCM.P-K12で 

       優れた国際同等性 

ISO/IEC 17025対応済み 標準リーク校正装置 

  ４．計量標準の活用事例 －リーク標準－ 

◆真空装置であるヘリウムリークディテクターへの対応を目的としたた
め、現在のリーク標準は真空中への漏れに対応している。そのため、
大気へのリークの標準として直接使えない。 

◆フロンや炭酸ガスなど実際に装置に充填される気体を用いた実動作状
態でのリーク試験の標準として直接使えない。 

リーク標準の利活用の問題点 

◆実際の動作環境である大気への漏れの標準の開発。  
◆実際に充填されているフロン、炭酸ガスなどへの対応。 

今後の対応の方向性 

温室効果ガスであ
るフロンを冷媒とし
て用いるエアコン 

自動車の燃料タンク、ラジ
エター、アルミホイール 

ポテトチップスなど 
医薬食品の包装 

安全・安心 

への対応 

一眼レフデジカメのCCD、
CMOS、LSI、レンズの反射
防止膜（高真空プロセス） 
 

日本製品の 

競争力強化 

地球温暖化 

対策 

フロン 
 漏洩量 
  の低減 

高真空装置 
 のリーク 
  管理による 
    プロセスの    
      最適化 

製造プロセス 
の最適化 

細菌の侵入 
パスとなる 
ピンホール 
の低減 

ヘリウムリーク 
ディテクター 
ヘリウムガス 

濃度計 

リーク標準を
基に関連づけ 

ヘリウムリークディテクター開発の出発点 

原子力発電所の放射
性物質の漏洩防止 

リーク標準を 
活用した 

リーク（漏れ）の定量管理 

   放射性 
  物質の漏洩 
パスとなる 
溶接不具合 
の検出 

 ヘリウムリーク試験は、ヘリウムガスを用いてリーク
（漏れ）検出する非破壊試験である。リークを通過した
ヘリウムガスをヘリウム分圧として検出するため、リー
クを高感度に検出できる。リーク量定量化のためには、
ヘリウムリーク量（流量）とヘリウム分圧計とを関連づけ
る必要がある。 
 一定ヘリウム流量を発生するヘリウム標準リークは産
業、研究に関わらず、リークの基準として広く現場で用
いられる。ヘリウム標準リークの校正の基準が、リーク
標準（リークの国家標準）である。 

リークの大きさ 
ヘリウム 
リーク量 

■リーク標準の開発・整備・供給 

安全・安心の確保から地球温暖化対策まで
幅広く活用されるリーク標準 

① 安全・安心 ④ 環境・エネルギー ４ 



エネルギー原単位の削減・高
品質化を通じた競争力向上・
CO2削減などの目的で素材産
業等における1000℃以上の高
温での製造プロセス温度管理
が求められている。温度管理
に使用される温度計の精度は
高温標準トレーサビリティで確
保される。 

■高温標準とは 

■高温標準の開発・整備・供給 

  ５．計量標準の活用事例 －高温標準－ 

◆国際的なトレンドとして高温域では国際温度目盛から熱力学温度を供給する流れが
あり、国際温度目盛の供給だけでは国際整合性が得られなくなる恐れがある。 

◆中温・室温域の放射温度計の産業利用が広まっているもののトレーサビリティが整
備されていない。 

◆産業現場で多用される熱電対のうち、1600℃以上の高温用のものについて評価技
術やトレーサビリティが整備されていない。 

◆測定対象の放射率や温度分布が未知など現場における温度測定技術の課題が大
きく、高温標準技術の向上がプロセス管理精度向上に十分に活かされていない。 

高温標準利活用の問題点 

◆高温域の熱力学温度測定技術を確立し、標準整備を行う。 
◆中温・室温域の放射温度標準を開発・整備する。 
◆高温用の熱電対について評価技術やトレーサビリティを整備する。 
◆より高温の測定を可能にする新しい温度計測技術・温度センサの開発、

放射率補正など製造現場測定技術の開発を実施する。 

今後の対応の方向性 

炭素素材製造プロセス管理 地球観測衛星センサ校正 

日本鉄鋼連盟
ホームページより 

高温標準は鉄鋼業に代表される我が国産業
界のニーズに応えるために80年代から整備
されてきた。 
 

その後、産業界で多用されてい
る接触型温度計である高温熱
電対の校正サービスが開始さ
れたほか、非接触型の放射温
度計に関しても産業界のニー
ズをほぼカバーする2800℃ま
での標準が開発・整備された。 

放射温度計

熱輻射

放射温度計による 
非接触高温計測 ◆鉄鋼業における溶銑・溶鋼温度管理の精    

    度向上を通じて高品質な製品の製造およ 
    び安定操業を可能にしている。 
 
◆素材産業の中でも最も高温プロセスである  
    炭素素材の製造工程においては2800℃   
    に近い温度での温度管理により国際競争 
    力のある製品品質管理に貢献している。 
 
◆また、高温黒体からの熱放射は光放射輝 
    度の標準にもなる。これを利用し地球観測 
    用衛星センサの校正が実施され、資源探 
    査や自然災害のモニタリングに貢献している。 

工業用熱電対 

高温定点からの黒体輻射 

素材産業等の製造プロセスにおける品質・安全管理の
ための温度計測の信頼性向上に貢献 

① 安全・安心 ③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 ５ 



 現在の温度標準は1990年国際温度目
盛（ITS-90)であり、低温度標準はITS-90
のうち主に水の三重点温度（0.01 ℃）以
下の温度領域に対応する。 
 ITS-90は定義定点やヘリウムの蒸気
圧目盛を実現するとともに、補間温度計
である白金抵抗温度計やヘリウムの気
体温度計により、定義定点の間を補間
することで実現される。 
 このITS-90により実現された温度目盛
にトレーサビリティが確保されることで、
産業界での温度計測による製品の品
質・安全管理が保証される。 

■低温度標準とは 

■低温度標準の開発・整備・供給 
 

 
 

産総研が開発した校正技術により、液体
窒素温度(-196 ℃)までJCSSの適用範囲
を拡張 
ヨーロッパの温度校正のテクニカルガイド
であるEuramet tg-1が上記産総研の校正
技術を参照 
AMS2750規格に対応した航空機部品の
製品試験・品質維持、JIS K2206および
K2209に対応した航空機燃料、そして、 
KHK/KLK S 0850-7に対応した液化天然
ガスなどの品質・安全管理のための温度
計測・温度管理 
ISO13485やISO22000に従った食品、医療
・医薬品の製造工程・品質保証・品質管理
のための温度計測とその信頼性向上 

 世界トップレベル（不確かさ0.1 mK以下）の定
義定点実現システムを開発し、それを基に、白
金抵抗温度計に対し下限温度14 Kまでの標準
供給体制を完備した。更に0.65 Kの極低温まで
の標準を実現し供給体制を完備した。 
 また、産業ニーズに対応して、jcssによる標準
供給をアルゴンの三重点温度（約-190 ℃）まで
拡張した。 
 産業現場で低温度を簡易的に校正する技術•
装置の開発・評価、そして、その情報発信を行
った。 

産業現場では製品の品質・安全管理のために
特に-100℃までの低温度の温度計校正ニー
ズが高い。 
そのニーズに対応すべく製品開発された可搬

型低温度温度計校正装置の性能評価・改善
対応を産総研の低温度標準技術を用いて企
業との共同研究で行い、その製品化に成功。 

  ６．計量標準の活用事例 －低温度標準－ 

◆-100 ℃以下の工業用温度計の特性情報が不足している。  
◆-100 ℃以下の定点温度以外の任意温度で、産業界で使用できるよう

な簡易的な方法で校正できる技術・装置が無い。 
◆ネオンの三重点温度（24 K、約 -250 ℃）以下で産業界で広く流通して

いる温度計に対する標準供給が整備できていない 

低温度の利活用の問題点 

◆産総研の低温度計測技術で産業界で広く利用されている温度計
の低温度特性を調査し、その情報を提供 

◆-100 ℃以下の簡易的な任意温度校正方法・技術を提案 
◆標準供給で対応できる温度計の種類の拡張 

今後の対応の方向性 

② 低温任意温度校正装置 

① 温度標準の供給と産業での品質・安全管理 

食品・医療医薬品、航空機部品等の製造
プロセスにおける品質・安全管理のため
の温度計測の信頼性向上に貢献 
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■中温・室温における放射温度標準とは 

■中温・室温における放射温度標準の開
発・整備・供給 

 

  ７．計量標準の活用事例 －中温・室温における放射温度標準－ 

中温・室温における放射温度標準の利活用の問題点 今後の対応の方向性 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

400℃以下においては、産業界に
おける放射温度計の普及が目覚
ましいことから標準供給の整備、
JCSS制度の開始が急務となって
いる。また、市販されている放射
温度計がマイナス温度から測定
可能なものが多いため、現在では
0.01℃より低い温度域（-30℃）で
の標準供給にも対応している。 

400℃以上2000℃までの温度域における放射温度計の標準供給はすでに
確立されており、計量法登録事業者制度（JCSS制度）が開始されている。 

品質・安全管理のための温度計測
の信頼性向上に貢献 

◆耳式温度計で代表されるよう
な医療現場、医薬品研究、バ
イオテクノロジーなどで活用
されている。 

◆高圧配電盤や変圧器などの
電気設備、高温の液体・低温
ガスを流すような配管設備等
の温度を管理することで、事
故を未然に防ぐとともに、日
常的な保守・点検を行う。 

国家標準 

産業技術総合研究所 
指定校正機関等 

日本電気計器検定所 

日本電気計器検定所
校正事業者 

産業界 

特定 
標準器 

特定副標準器 

特定二次標準器 
常用参照標準器等 

放射温度計 
サーモグラフィなど 

温度標準は、接触式温度計と放射温度計に大別さ
れ、いずれも1990年国際温度目盛（ITS-90）に従っ
て、構築・運用されている。その中で、中温・室温域
とは、一般的に水の三重点である0.01℃から1000℃
程度の温度域を指す。 
この温度域において使用される温度計は、接触式
温度計が主流であったが、現在では、赤外線領域の
放射温度計の開発が進み、産業界でも広く使用され
るようになった。 

中温・室温用 
放射温度計の例 

室温放射温度計用校正システム 

◆生鮮食料品や冷凍食品の保
管温度の管理、加工食品の
製造過程における温度管理
やファーストフード店の加熱
温度など安全管理と品質管
理に役立てられている。 

トレーサビリティ体系 

中温・室温域の放射温度計の産業利用が広まっているものの400℃以下の標準供給
が整備されていない。 
放射率を１に設定できない放射温度計が多いため、現行の黒体炉を使用した校正で

は標準供給が困難である。 
測定対象の放射率や温度分布が未知など現場における温度測定技術に課題がある

ため、校正結果を実測に活用することができない。 
放射温度計に関する国内製品規格がないため、市販されている放射温度計の性能比

較が難しい。 

中温・室温域の放射温度標準を整備するとともに、普及活動を実
施する。 
放射率を１に設定できない放射温度計の校正システム・校正方

法を確立する。 
放射温度計の規格を作成し、放射温度計の製品カタログ等に反

映させる。 
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■湿度とは 

湿度測定の信頼性向上に貢献 

  ８．計量標準の活用事例 －湿度標準－ 

湿度標準に基づく現状の校正サービスの利用だけでは、短時間のうち
に大きく変化する湿度の測定には対応できない。 
窒素や空気以外の様々なガス種に対する湿度標準の需要が、特に微

量水分領域おいて、近年急速に高まっているが、これらのガス種につ
いては湿度標準がまだ整備されていない。 

湿度標準の利活用の問題点 

短時間のうちに大きく変化する湿度を精度よく測定する方法を見出し、
それを用いて得られた結果の不確かさを評価する方法を開発する。 
窒素、空気以外のガス種に対する、湿度標準と湿度計測法の開発を

行う。  

今後の対応の方向性 

湿度とは、空気中あるいは他の気体中に水蒸気が
存在していること、またはその水蒸気量・割合を表
す用語である。通常の雰囲気では、水は窒素、酸素
についで3番目に多く含まれる成分であり、大気中
に存在する最大量の極性分子でもある。室内、製品
製造ライン、超高純度ガスのボンベ内、超高真空装
置の内部、高層大気等のいかなる環境においても、
水は必ず存在するため、その影響も(大小の差は
あっても)必ず存在する。この影響を正しく理解する
には、信頼性の高い湿度測定が不可欠であり、湿
度測定の信頼性確保において、湿度標準は根幹と
なるものである。 

■標準の開発・整備・供給 

露点（℃) +95 +23 -10 -75 -100 

低湿度 微量水分 常湿度 高湿度 

14 ppb 1 ppm 0.3 % 2.8 % 84 % 

原子炉格納容器の
漏えい率試験

(JEAC-4203-2008) 

建造物内の湿度環境の
管理(ビル管法施行令) 

電気・電子製品の環
境試験(JIS C 60068-

2-30等) 

二次電池・有機EL等の
製造工程で使用されるド
ライルームの露点管理 

高層気象観測・気候
監視 

超高純度半導体材料ガス
中の残留微量水分制御

(ITRS2011) 

世界トップレベルの質の高い湿度標準を国内に供
給することで、社会の色々なところで日々行われて
いる湿度測定の信頼性の向上に貢献 

露点温度+95 ℃〜-100 ℃の広範囲での校正サービスを実施中 

微量水分発生装置 霜点発生装
置 

高湿度発生装置 

こ
れ
ら
の
標
準
は
他
国
の
標
準
と

の
比
較
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
頼
性

の
高
さ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 
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主に水中超音波の音響パワー、音圧等の計測に
必要な計量標準を指す。現在は、主に、医用超音
波機器出力校正に利用されている。一方、超音波
洗浄機など、産業用機器に対するニーズも高まり
つつある。 

■ 超音波標準とは 

1) 超音波音圧標準（ハイドロホン
感度校正）：水中超音波音圧測
定用デバイスであるハイドロホン
感度を校正をする。周波数範囲
は0.5 MHZ ~20 MHz。一次校正
装置と比較校正装置からなる。
IEC 62127-2に準拠し、一次標
準はレーザ干渉計による。 

2)  超音波パワー標準（超音波振
動子出力校正）：超音波振動子
から放射される超音波パワー(出
力）を校正する。周波数、パワー
範囲は0.5 Mhz~20 MHz, 
1mW~20 W。IEC 61161に準拠す
る「天秤用」による。 

3) 超音波音場パラメタ：医用超音
波機器の生体安全性指標となる
音響強度、ピーク負音圧などを
校正する。IEC 62127-1等に準
拠する。 周波数範囲は0.5 MHZ 
~20 MHz。 

  ９．計量標準の活用事例 －超音波標準－ 

◆世界的傾向として、医用超音波機器の急速な進歩に対して、計量標準
の技術開発が遅れている。特に高出力、高音圧の医用超音波機器は、
計測技術が不十分なままで実用化されつつあり、これら機器の正確な
測定への対応が急務である。更に、医用超音波機器の周波数範囲も
拡大傾向があり、これについても計量標準の対応が求められている。 

超音波標準の利活用の問題点 

◆実用化しつつある高出力、高音圧の医用超音波機器について、
計測技術と計量標準開発を同時平行で進める必要に迫られてい
る。欧州の一部の計量標準機関でも、新たな計測技術開発が進
められており、計測技術に関するIEC国際規格立案に積極的に関
与している。NMIJも積極的に参画する体制を整える必要がある。 

今後の対応の方向性 

■超音波標準の開発・整備・供給 1)超音波音圧標準（ハイドロホン感度校正） 
高音圧の超音波は、キャビテーションを発生させる。予
期しないキャビテーションの発生は生体組織を破壊する
ため、有害であるが、一方で、キャビテーションを積極的
に治療に利用する手法もある。そのため、目的に応じて、
超音波音圧の正確な計測・制御が必要である。現在、
医用超音波機器メーカに対して、年間28本程度のハイ
ドロホン感度校正を行っている。 
2) 超音波パワー(振動子出力校正） 
超音波パワーは、生体内に温度上昇を発生させる。1)と
同様、予期しない生体内温度上昇は、生体組織の損傷
を与えるが、一方、積極的に組織を発熱させる治療法も
実用化されている。従って、超音波パワーも、正確な計
測・制御が必要でなる。2012年度は、医用超音波機器
メーカに対して、2,3件程度の超音波振動子出力校正を
行う予定である。 
3) 超音波音場パラメタ 
 音響強度、ピーク負音圧は、人体への超音波照射に
よって生体組織へ損傷を与える目安を与える。医用超
音波機器メーカに対して、年間1,2件程度の校正を行っ
ている。  

医用超音波機器の安全性を担保するため、医用超音波機器製造者は、FDA510(k)等の規制値
に基づいて、超音波パワーや音圧の上限を決定する必要がある。具体的な測定方法はIEC 
61161, 62127等複数の国際規格で規定されている。これらの規格に基づいて、信頼性の高い
測定を行うためには、国家計量標準に基づく測定機器の校正が必要不可欠であるため、NMIJ
では、主に医用超音波機器メーカからの依頼に基づいて、水中超音波の主要な物理量に対す

る標準供給を行っている。 

医用超音波機器の「効果」と「安全性」の評価に貢献 
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■振動・衝撃加速度計測とは 

■標準の開発・整備・供給 
振動計測機器で測定する対象に加速度（振動または衝撃波形）を与
え、そのときの加速度と共に、振動計測機器から出力される電気信号
を、長さ・時間・電気の各量にトレーサビリティが確保された測定装置
（一次校正装置）を用いて測定し、感度を算出することで、標準供給が
行われる。 
 
 
 
 
 
 
 

jcss校正サービス（2011年3月末時点） 
 ― 超低周波振動加速度（0.1 Hz - 2 Hz） 
 ― 低周波振動加速度  （1 Hz - 200 Hz） 
 ― 中周波振動加速度  （20 Hz - 5 kHz） 
 ― 高周波振動加速度  （5 kHz - 10 kHz） 
 
依頼試験サービス（2011年3月末時点） 
 ― 衝撃加速度（200 m/s2 – 5000m/s2） 

  １０．計量標準の活用事例 －振動・衝撃加速度標準－ 

◆車両の衝突安全分野では、世界的に振動及び衝撃加速度校正が用い
られるが、日本では振動及び遠心加速度校正が用いられる。近年、産
業界より遠心加速度校正と衝撃加速度校正との整合性が要求される。 

◆車両の予防安全対策として世界的にESC（横滑り防止装置）搭載義務
化が進められている（日本でも2012年に義務化決定）。ESCには加速度
計と角速度計が搭載されるが、角速度計に関する信頼性確保が課題。 

◆振動試験・設備診断と振動・衝撃加速度校正との整合性が未検証 

振動加速度標準の利活用の問題点 

◆衝撃加速度標準の普及・啓蒙と遠心加速度校正との整合性検
証によって標準供給体系を拡張し、国際展開を支援する。 

◆角度標準と振動加速度標準の連携を図り、産業ニーズに即応し
た「角振動標準」として整備する。 

◆振動試験及び設備診断の専門事業者との連携による標準供給
体系の構築（位相遅れ校正など） 

今後の対応の方向性 

① プラント設備点検・診断： 
原子力発電所・火力発電所をはじめとする大型プ
ラント内に設置された振動計や可搬型振動校正
装置の信頼性確保に活用 
（低・中周波振動加速度に対応） 

② 自動車等の安全・品質保証： 
衝突安全性能試験やエンジン開発等で使
用される加速度計の信頼性確保に活用 
（中・高周波振動加速度に対応） 

③ 振動公害（建築現場、幹線道路、鉄道）： 
計量法で定められる振動レベル計・振動基準器
の信頼性確保に活用 
（低周波振動加速度に対応） 

④ 地震予知・地質調査研究： 
気象測器である震度計検定をはじめとして、
地震計の信頼性確保に活用 
（超低周波・低周波振動加速度に対応） 

物体の運動状態（振動または衝撃）
を計測することを指す。地震予知、
振動公害、自動車の衝突試験等の
「安全・安心」に係る分野で特に必
要とされ、計測には、主に加速度計
や振動レベル計が用いられる。 

社会の安全・安心の確保と産業の国際展開に貢献 
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水吸収線量は、人体
の主成分である水1kg
に放射線が吸収され
るエネルギーのことを
言う。放射線治療の
際に照射する放射線
量は、水吸収線量に
よって決めている。 

■水吸収線量とは 

■Co-60γ線水吸収線量標準       
の開発・整備・供給 

 Co-60γ線の水吸収線量をグラファイトカロリ
メータを用いて評価し、 Co-60γ線に対する水
吸収線量標準を開発した。 

γ線照射装置とグラファイトカロリメータ 

  １１．計量標準の活用事例 －医療用放射線標準－ 

◆医療用リニアックの線量評価には、不確かさのさらなる向上が求めら
れている。   

◆新しい放射線治療に対しては、対応した標準がない。 

医療放射線標準の利活用の問題点 

◆医療用リニアックに直接対応した標準の開発による不確かさの向上  
◆医療技術の発展に対応した標準の開発（Ir-192、Ru-106標準など） 

今後の対応の方向性 

放射線 

水 照射 透過 

吸収 

高精度の線量評価が必要 
線量が５％少ないと、放射線治療の効果は１０
％以上損なわれ、逆に線量が多いと深刻な副
作用が現れる。そのため、正確な線量の評価
が要求されている。 

グラファイトカロリメータによる 
高精度水吸収線量計測 

医療用リニアックの高精度線量評価 

腫瘍と正常細胞に対する放射線の効果 

処方線量

Recurrence rate of 
Larynx Tumor

Rate of Larynx Necrosis

52.5              55.0                57.5    Gy
(-5%)             (0%)              (+5%)

喉頭がんの再発率

喉頭細胞壊死率

±５％（現状）

±２％（目標）

60

40

20

(%)

水吸収線量標準により線量評価の不
確かさが向上 
グラファイトカロリメータの開発により、医療現
場における放射線の水吸収線量評価の不確
かさが、 2012年度中に、現状の５％程度から３
％程度への向上が期待される。 

Stewart & Jackson 

高精度線量評価で放射線治療の信頼性向上 
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放射能とは、原子核
が壊変して放射線を
出す能力のことをいう。
放 射 能 の 単 位 は Bq
（ベクレル）であり、1
秒間に原子核が壊変
する数を表す。 

■放射能とは 

■放射能濃度標準の開発・整備
供給 

4πβ-γ同時測定装置を用いて、放射能標準を
開発した。この装置を用いて、放射能濃度の値を
付けた標準放射能溶液を製作し、校正事業者の
機器を校正する。また、国際度量衡局が主催す
る放射能測定の国際比較に継続的に参加し、放
射能標準の国際整合性に努めている。 

  １２．計量標準の活用事例 －放射能標準－ 

◆核種分析試験所の能力検査には、標準試料を用いた方がよいが、現
在、利用できる標準試料は容易に手に入らない。 

◆現在供給している放射能の濃度の下限は20kBq/kgと高いため、環境
レベルの放射能汚染に対しては直接利用できない。 

放射能標準の利活用の問題点 

◆環境レベルに対応するため放射能標準の濃度下限値を20Bq/kg
に拡大する。 

◆放射能標準試料に値をつけて頒布できるように協力体制を構築
する。 

今後の対応の方向性 

核種分析装置・表面汚染サーベイメータの校正 
産総研の放射能標準を校正事業者に供給している。校正事業者では、放射能濃度の標準
体積線源やβ線の放出率を校正している放射能標準面線源を頒布している。これらを用
いて、核種分析で用いられているGe半導体検出器やNaIシンチレーションスペクトロメータ、
さらに表面汚染サーベイメータを校正して、トレーサビリティのとれた検査が行われる。 

産総研で値を付けた標
準放射能濃度溶液。校
正事業者の測定器を
校正するために用いる。 

放射能標準体積線源。これを
用いて核種分析装置を校正
する。 

Ge半導体検出器による核
種分析 

放射性セシウムの壊変 

Cs137 Ba137

γ線

β線

放射能標準面線源 

面線源を用いて表面
汚染サーベイメータを
校正する。 

放射能精密測定技術で社会を守る 

① 安全・安心 
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放射線とは、X線、γ線、β線など物質
をイオン化することのできる電磁波や粒
子線のことをいう。標準としては吸収線
量・空気カーマ（Gy：グレイ）を供給して
いるが、実際に放射線の線量を測定す
るときには、人体への放射線の効果を
考慮した線量当量（Sv：シーベルト）が
用いられている。 

■放射線とは 

■放射線の線量標準の開発・整備・供給 

放射線計測の信頼性と安全に貢献 

  １３．計量標準の活用事例 －放射線標準－ 

◆現在、個人線量計などのSvは、校正事業者によりGｙ単位からの変換
によっているので、国内のより確実な斉一性が必要である。 

◆除染基準である0.23μSv/hという低線量は標準供給の範囲外のため、
直接国家標準で校正ができない。 

放射線標準の利活用の問題点 

◆国内のサーベイメータ・個人線量計の斉一性をより確実にするた
めにγ線・X線の線量当量標準（Sv)を供給する。 

◆環境レベルに対応するため放射線標準の下限値を拡大する。 

今後の対応の方向性 

サーベイメータ・個人線量計の校正 
産総研の放射線標準（空気カーマ）を校正事業者に供給している。校正事業者で
は、サーベイメータや個人線量計の校正を行っている。 

放射性セシウムからは
γ線とβ線が放出される。 

Cs137 Ba137

γ線

β線

サーベイメータ 

個人線量計 
グラファイトで製作された電離箱（グ
ラファイト壁空洞電離箱）を用いて、
空気カーマ標準を供給している。γ
線の線源は、Co-60とCs-137を数種
類用いて、環境レベルから工業レベ
ルの放射線標準を供給している。 

照射装置校正の様子 標準線源 
（日本アイソトープ協会HPより） 

平行平板型自由空気電離箱を用い
て、X線空気カーマ標準およびマンモ
グラフィX線標準を供給している。W、
Mo、Rｈのアノード材料で作られたX
線管を用いて得られるX線を利用す
る。管電圧は10～300 kVの範囲。 

γ線標準 

X線標準 

照射装置・標準線源の校正 
放射線照射装置の線量校正や密封線源に線量
の値をつけて標準線源をして頒布などが行われ
ている。これらの校正された照射装置や標準線
源を用いて、サーベイメータ等の校正がなされ
ている。 
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放射線の一つである中性子は、原子力産業、製鉄
所等の生産現場、研究開発など多くの分野で利用
されており、中性子精密測定技術が必要とされて
いる。同時に、中性子による被ばくから作業者を守
るために、様々なエネルギーに対する中性子フル
エンス、中性子線量当量標準が必要とされている。 

■中性子標準とは 

1) 中性子フルエンス標準（中性子
検出器感度校正）：熱(0.025 
eV)～14.8 MeVまでの広いエネ
ルギー領域の単色中性子を発
生し、中性子フルエンスの絶対
測定から中性子検出器の応答
を校正する。 

2)  中性子線量当量標準（中性子
線量計校正）：Am-BeやCf-252
中性子線源から放出される中
性子を利用して、中性子個人
線量計や中性子サーベイメー
タの感度を校正する。 

3) 中性子放出率標準： Am-Beや
Cf-252中性子線源といった放
射性同位元素による中性子源
からの時間当たりの中性子放
出数(s-1)を校正する。 

社会の安全・安心と信頼性確保に貢献 

  １４．計量標準の活用事例 －中性子標準－ 

◆様々な機器に利用されている半導体が、宇宙線に起因する高エネル
ギー中性子によってエラーを起こす問題や国際線航空機飛行中の搭
乗員の被ばく線量評価において、計量標準の対応が求められている 

◆中性子利用施設で実際に人が出入りする環境の中性子スペクトルを
模擬した作業環境場に対応ができていない。 

中性子標準の利活用の問題点 

◆20 MeV以上の高エネルギー中性子フルエンスの絶対測定法を確
立し、標準供給の開始を目指す。 

◆ISO8529に準拠した重水減速Cf-252線源中性子フルエンス標準
の開発および供給開始を目指す。 

今後の対応の方向性 

■中性子標準の開発・整備・供給 

中性子フルエンス 
絶対測定装置群 

①中性子発生施設の安全安心 
原子力発電所・核燃料施設をはじめとする中性子
発生施設において、中性子標準にトレーサビリ
ティのある中性子線量計やサーベイメータで従事
者及び周辺環境を管理することにより放射線に対
する安全安心および信頼性確保に活用されてい
る。 
（中性子フルエンス、中性子線量当量標準） 

②中性子線源の産業利用 
製鉄所や道路工事、水力発電所等で利用され
る中性子線源の中性子放出率の信頼性確保に
活用されている。 
（中性子放出率標準） 

③トレーサビリティの普及 
多くのニーズに対応するためJCSS(校正事業者
登録)を通じて標準が供給され、校正事業者の
校正範囲も順次拡張されている。 
（中性子フルエンス標準、中性子線量当量標準、
中性子放出率標準） 

④高精度中性子測定技術の研究開発 
新たな中性子測定技術の開発を行い、社会の
変化と新しいニーズに応えるための研究開発や、
大学・企業との連携や研究開発支援にも活用さ
れている。 

平坦応答中性子検出器 
高分解能 

中性子スペクトロメータ 

水力発電所 中性子放出率簡易測定器 
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  基本的に天然由来で、実際の環境試料や
食品と組成が類似しており、そこに含まれる
有害成分等の形態も分析対象の試料と類似
しているものである。 
  主に内部精度管理において分析法や分析
結果の妥当性確認のために用いられる。 

■環境・食品認証標準物質とは 

  １５．標準物質の活用事例 －環境・食品認証標準物質－ 

◆世界的に通用するCRM（認証標準物質）の欠如 
◆分析が必要な環境試料・食品と類似組成で分析対象成分の濃度

も類似している標準物質が校正・妥当性確認のために必要である。
トレーサビリティが明確である必要がある。 

環境・食品認証標準物質の利活用の問題点 

◆スペシエーションを志向した標準物質の追加。 
◆迅速・簡便な分析を志向した標準物質の開発。 
◆分析現場の需要を見極めながら進める。 

今後の対応の方向性 

■標準物質の開発・整備・供給 
 

NMIJ CRM 7202-b 河川水 →技能試験 
NMIJ CRM 7302-a 海底質 
NMIJ CRM 7303-a 湖底質 
NMIJ CRM 7402-a タラ魚肉粉末 
NMIJ CRM 7403-a メカジキ魚肉粉末 
NMIJ CRM 7405-a ひじき粉末 
NMIJ CRM 7501-a, 7502-a, 7503-a  白米粉末 
NMIJ CRM 7505-a 茶葉粉末 →技能試験 
NMIJ CRM 7511-a 大豆粉末 
NMIJ CRM 7531-a 玄米粉末 →技能試験 
NMIJ CRM 7901-a アルセノベタイン水溶液 
NMIJ CRM 7912-a ひ酸[As(V)] 水溶液 
NMIJ CRM 7913-a ジメチルアルシン酸水溶液 
 

内部精度管理のほか、認証標準物質（CRM）の開発過
程の候補試料を外部精度管理（技能試験）の試料として
活用している。河川水、茶葉粉末、玄米粉末で実施済
み。 
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低値・高値であって、参照値とかい離している参加機関も多い。 

報告書・講習会を通じて、問題点が把握され、技能向上を図る。 
継続的な技能試験の実施。 

（外部精度管理の後は内部精度管理としても活用） 

CIPM-MRA 
国際比較での 
実績の裏打ち 

一次標準測定法
を含む３種類以上
の方法による 

外部精度管理（技能試験）の例： 

玄米中のひ素 

玄米  大豆 

茶葉 
［平成２２年度：２８７ユニットの頒布］ 

環境・食品に関わる安全・安心の確保に貢献 
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  １６．標準物質の活用事例 －標準ガス－ 

標準ガスは、気体の量や濃度を測るとき
の物差しになる。 

分析計の目盛りあわせや検量線の作成
に用いられる、成分濃度が正確に規定さ
れているガス。 

■標準ガスとは 

■標準ガスの開発・整備・供給 
◆JCSS標準ガス（計量法に基づく標準ガス） 

・窒素酸化物、硫黄酸化物、一酸化炭素などの公害の元凶となるガス 

・酸素、高純度酸素など、人間の安全(酸欠、血中酸素）や医療用酸素 

・計測標準研究部門では、JCSS標準ガスのトレーサビリティソースと

なる高純度ガスの標準ガスを開発供給している。 

◆温暖化ガス認証標準ガス 

  ・CF4,SF6等、半導体業かなどで用いられる温室効果ガス 

 

・ 自動車排ガスの測定は、環境の保護に必須であり、車検での排ガ
ス測定は必須項目になっている。その排ガス測定装置の校正には
JCSS標準が用いられている。 

・ 医療用酸素の純度測定は、医療事故防止に欠かせないが、純度
分析用の酸素計の校正には高純度酸素JCSS標準ガスが必要で
ある。(今後薬局方に取り入れられる予定） 

・ 工場などの排ガス分析装置(固定発生源)用の濃度計の型式試験、
定期校正にはJCSS標準ガス用いられている。 

 

 

 

 

 

・ 地球環境問題の基礎的データとして大気中の温暖化ガスが長期
にわたり分析されてきた。その結果、大気中の二酸化濃度や一酸
化炭素など様々の物質の長期にわたる増加や、地球上の様々の
地点での分布や拡散の様子がわかるようになってきた。 

・ 環境測定用のガスは、不確かさが                 
0.01％といった極めて高い精度が                    
必要であり、BIPMとWMOは協力し                    
て標準ガスの開発を行おうとしてい                    
る。日本でも、NMIJと国立環境研、                     
気象庁などが高精度ガスの供給に                    
協力するべく体制を作ろうとしている。 

◆高圧ガス保安法等により、貯蔵あるいは生産できるガス種が限られること。 
◆地球環境分析では、現状を遙かに上回る高精度ガスへの要望 

標準ガス開発における問題点 

◆整備計画に基づいてCRM開発を行う。 
◆供給方法の合理化(校正サービスによる供給）   
◆ユーザーの要望への対応（例えば、不安定なガスの調製法（発生法）の

開発、超高精度ガス調製法の開発） 

今後の対応の方向性 

◆国際比較への参加 

・計測標準研究部門で開発して標準ガス

が国際的に認められる（MRA)技術的な

根拠となる。 

・ JCSS標準ガスについてはCERIが参加 

・ それ以外の標準ガス(JCSSの原料の高

純度ガスも含む）はNMIJが参加 

クリーンな大気を守る標準ガス 

① 安全・安心 16 



PCBは優れた特性を持ち、
絶縁油などとして広く使わ
れた。しかし、有害性・残留
性が明らかになり、現在は
特措法により全量処分が進
められている。 
 

■PCB（ポリクロロビフェニル）とは 

■分析用標準物質の開発・整
備・供給 

 

 

 

 
 
 
 2005年度：PCB標準液（6種類）認証 
 2007年度：PCB分析用鉱物油標準物質（4種類：PCB 
          高濃度・低濃度×絶縁油・重油）認証 
 2011年度：PCB混合標準液認証 

NMIJ CRM 7902-a～ 
7905-a：PCB分析用 

鉱物油標準物質 

JIS K 0464 (PCBの免疫測定
法)：精度管理用標準物質とし
てNMIJのPCB分析用鉱物油
標準物質が引用（2009年） 

  １７．標準物質の活用事例 －PCB分析用標準物質－ 

◆多様な試料（絶縁油の種類）に十分対応していない  
◆PCBは百種以上の混合物であるが、認証されているものはわずか  

PCB標準物質の利活用の問題点 

◆PCB混合標準液のバリデーションへの活用  
   （ユーザーが種々の試料に一定量添加して使用） 
◆化学種に依存しない測定法の開発、あるいは認証項目の拡大 

今後の対応の方向性 

精確な値付けのために開発
したPCB分離剤：産総研の
特許を元にSUPELCO社によ
り商品化（2009年） 

環境省「絶縁油中の微量
PCBに関する簡易測定法マ
ニュアル（第2版）」：NMIJの
PCB標準液・鉱物油標準物
質が引用・PCB分離剤によ
る分析法二種類が公定法と
して採択（2010年） 

NMIJ CRM 7906-a： 
PCB混合標準液 

（KC混合物ノナン溶液） 

データ解析 測定 

分析結果 標準液 

国際 
単位系 

トレーサ 
ビリティ 

鉱物油標準物質 

PCB汚染油 

健康・環境リスクの正確な評価、処理前後のPCB濃度判定、 
新規分析法の妥当性確認、 PCB処理の円滑化 

1 0
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4 0

1 0

FLOW

4 0

1 0

FLOW

4 0

1 0

FLOW

4 0

校正 

精製 

妥当性確認 
技能評価 

精確な分析を実現し、PCBの迅速・適切な処理に貢献 
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産業技術総合研究所計量標準総合センター（NMIJ）
では、例えばある化合物についての濃度や純度など
が“計量学的に”正しく値付けされた、認証標準物質
の開発を行っている。これらは、分析機器の校正や分
析法の評価など、化学分析の信頼性確保に不可欠な
もの。 

■NMIJの認証標準物質とは 

■標準物質の開発・整備・供給 
 
いつ、どこで、どのような測定機器や測定方法によって得
られた臨床検査のデータであっても、相互に比較検討でき
るようにするためには、“普遍的な値”に基づいた標準物
質を開発し、共通のものさしにすることが有効である。これ
を達成するため、NMIJでは、以下に示す臨床検査用の認
証標準物質の開発を行っている。 
①代謝物やホルモンなどとして生体に存在する物質の純
度を認証値とする純物質標準物質 
②ステロイドホルモン濃度を認証値とする血清標準物質 
③ホルモンやマーカー等として測定されるペプチドやタン
パク質の標準液 
これらの標準物質が、最終的に、各臨床検査試薬メーカー
等が提供する製品キャリブレーターの値付けや評価に用
いられること（計量 
トレーサビリティの構築） 
で、日常検査の標準化 
を実現する。 
 

  １８．標準物質の活用事例 －臨床検査用標準物質－ 

◆検査項目は多種多様であり、さまざまな標準物質が必要とされている。 
◆標準物質の利用は任意であり、直接的な効果がみえにくいため、メー

カー等で自主的には利用されにくい。 

臨床検査用標準物質の利活用の問題点 

◆必要な項目についての標準物質整備を継続するとともに、試薬
メーカー等との連携による役割分担も必要である。 

◆製品のユーザー等の理解を広げる活動も必要である。 

今後の対応の方向性 

② 日常検査の標準化（異なる測定法でも同じ値に） 

⑤ 他機関での標準物質開発のサポー
ト（例：薬品標準品） 

③ 分析装置・試薬の評価方法の提供 

NMIJ臨床検査用認証標準物質の開発・供給 

① 各種標準物質の新規開発および信頼性
確保（NMIJおよび他機関） 

例：診断基準作成のための低濃度コルチゾール測定の標準化 
・標準化のための試薬性能の検討 
（例：コルチゾール分析用ヒト血清標準
物質による血清コルチゾール測定試
薬の検証（臨床検査試薬メーカー）） 

アミノ酸標準物質 

タンパク質・ 
ペプチド標準物質 

純物質標準物質 
（コレステロール等） 

血清標準物質 

④ 新たな診断法確立の支援 
アミノ酸標準物質 

信頼できる診断法の確立 

臨床アミノ酸研究会http://www.aa-pri.jp/c00/c01/より 

・装置性能の評価・確
認 
（例：窒素分析装置の
性能確認（装置メー
カー）） 
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   濃度     

校正前 校正後 

コルチゾール分析用ヒト血清標
準物質により測定キット間差は
小さく出来ることを確認 

標準物質利用によるキット間の測定値のばらつきの変化 

臨床検査の信頼性・互換性確保に貢献 
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■粒子標準の開発・整備・供給 
 

粒子計測器を校正・試験するための標準として 
・粒径/粒子質量標準 
・粒径分布幅標準（分解能試験用） 
・気中粒子数濃度標準（一次標準、測定器型） 
・気中粒子数濃度標準（二次標準、発生器型）  
・液中粒子数濃度標準  
・ナノ材料標準物質（工業ナノ粒子安全試験用） 
などの開発・供給を行っている。 

■粒子計測とは 

◆ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ下位階層での校正・標準利用についての国際的合意・普及が未成熟  

◆粒径範囲や個数濃度範囲に関して市場ニーズを完全にカバーするに到っていない 

粒子標準の利活用の問題点 

◆校正・標準利用技術について、ISO等の場での国際標準化を図る  

◆国際的な協力や分担を図りつつ、NMIJにおける研究開発を推進する 

今後の対応の方向性 

• 気中粒子（ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ中粒子, ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾅﾉ粒子, 大気ｴｱﾛｿﾞﾙ等) 
• 液中粒子（純水・薬液中不純物粒子, 血球など） 
• 固体表面上粒子（半導体ｳｴﾊ上不純物粒子など） 
等の粒径分布や個数濃度の計測。 最近ではﾅﾉ粒子（工業ﾅﾉ
粒子やﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾅﾉ粒子）の計測に国際的関心が集まっている。 

移動度分析型粒径分布測定器 
（気中粒子用、1 nm - 1 mm) 

光散乱式粒子計数器 
（液中・気中、50 nm - 10 mm) 

NMIJが開発した粒径／粒子質量絶対測定装置 
（静電重力型ｴｱﾛｿﾞﾙ天秤) 

粒径標準用ﾎﾟﾘｽ
ﾁﾚﾝﾗﾃｯｸｽ粒子 

開発した粒子標準は、標準粒子ﾒｰｶ、粒子計測器メーカ/ユーザ等への供給により、 
• 自動車からの排ナノ粒子国際規制(EUにおけるEURO5規制）, 
• ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用粒子計測器の日本品質保証機構(JQA)における校正 
• オフィス機器からのナノ粒子発塵規制（独Blue Angel Mark認定） 
• 工業ナノ粒子を含む製品の認証制度（国際的に検討中） 
などにおける測定のトレーサビリティ確保に活用されている 

気中粒子数濃度一次標準 
(2007に世界初の国家標準として確立) 

校正 

自動車ナノ粒子規制 

居住・生産環境のナノ粒子規制 

クリーンルーム管理 

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
実
現
 

ナノ粒子計測器（凝縮粒子計数器） 

確かな粒子計測技術にもとづく 
ナノ粒子管理の安全・安心確保 

① 安全・安心 ⑤ 規制対応 

  １９．標準物質の活用事例 －粒子標準－ 

19 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	
	Ⅰ．計量標準・標準物質
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	Ⅰ．計量標準・標準物質
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67




