
核磁気共鳴（NMR）装置を用いた
校正技術であり、化学物質中の
水素原子核の量を測定すること
により、国家標準が整備されてい
ない化学物質であっても物質量
（モル数）を正確計量することが
できるため、計量標準の迅速整
備が期待できる。 
 

■定量NMR技術とは 

■標準物質の開発･整備・供給
（定量NMR技術の開発） 

・標準物質の校正が可能な水準へと測定精度を向上。 
・水素信号量の基準となる標準物質を開発 

  ２０．標準物質の活用事例 －定量NMR技術による農薬標準物質の迅速整備－ 

◆定量NMR技術を実施できる機関が限られている。 
◆NMR装置が高価であり、分析センター等における導入が容易ではない。 

定量NMR技術の利活用の問題点 

◆定量NMR技術の標準化と普及の促進  
◆定量NMR専用装置の開発支援 

今後の対応の方向性 

○検疫上等における食品残留農薬試験の信頼性確保による食品の安全性向上 

検疫所で常時モニタリング
している農薬：200種類 

国家標準物質 精度 0.1 % 

試験に用いる実用標準物質 精度 1 %～5 % 

ベンゼン トルエン クロロホルム メタミドホス 

目盛付け 

水素信号の基準物質 

NMR 
水素 

CHCl3
P

O

S NH2

OCH3
CH3

定量分析（校正） 

水素原子を“物差し” 
とした分子構造に依
存しない校正技術 

標準物質の校正技術の高度化により食品安全に貢献 

標
準
物
質
の
種
類 

0 
20 
40 
60 

80 

100 

120 

140 

2 12 
54 

88 
124 

食品残留農薬試験に用いる
標準物質*の整備状況 

*計量トレーサビリティの確保された標準物質 

① 安全・安心 ③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 20 



  ２１．標準物質の活用事例 －有機標準液－ 

大気中の揮発性有機物濃度分析の
際の物差しになる。 

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
規定されている溶液。 

■有機標準液とは 

■有機標準液の開発・整備・供給 
 

○JCSS有機標準液（計量法に基づく標準ガス） 

・ベンゼン、トルエンなど大気中の揮発性有機化合物（VOC)など、人体

に直接害を及ぼす物質 

・浄水の分析において水道法で規制されているトリハロメタンなど 

・ 環境ホルモンとしてもんだいとなっている、あるいはプラスチック添加

剤などに含まれその溶出が問題となっているベンゾ[A]ピレン、フタル

酸エステル類など 

・シックハウス症候群などの原因とされるホルムアルデヒドなど。 

・ 計測標準研究部門では、上記の標準液のトレーサビリティーを確保す

るためベンゼン、トルエンなど約40種の有機高純度物質を標準液とし

て供給しています。 

○その他の有機標準液（NMIJ-CRM) 

  ・燃料中の硫黄標準液 

  ・熱量計の校正などに用いる温度標準用の標準液 

・ 水道法では、様々の有害成分を分析し、上水道中に有害な成分が
混入しないよう、常に監視を行っている。その対象として様々ある
中で、現在25種の有機化合物が規制対象となっている。現時点で
は、そのうちの23種に対応して標準液がJCSS制度の下供給されて
いる。 

・ 今後25種に対応するべく残り2種の開発を進めている。 

・ そのほかにも土壌汚染対策法では、工場跡地などで、たびたび検
出されるトリクロロエチレンなど規制濃度が決められており、その分
析用の有機標準液がJCSS制度の下に供給が行われている。 

◆対応すべき対象が多く、開発に時間がかかる。 
◆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 

有機標準液の開発・供給における問題点 

◆水道法25種に対応するべく2成分の追加開発を行う。 
◆そのほかの規制に関わる成分に対応するべく検討中 
◆燃料分析用など、対象を特化したCRMを開発・供給する。   

今後の対応の方向性 

水道法対応の25種のVOC 
(赤枠は現在JCSSで対応） 

   

安全・安心な水の提供に貢献 

①安全・安心 ⑤ 規制対応 21 



頂点：産総研の光周波数コム装置 

モード同期レーザーと呼ばれる超短光パルスレーザか
ら出力される、広帯域かつ櫛状のスペクトルを持つ光の
こと。このスペクトルの形状がくし（comb）に似ていること
から「光周波数コム(comb)」と呼ばれる。繰り返し周波数
波数frepを、協定世界時に同期すれば、光周波数コムを
使って光の振動を数えることができる。 

■ 光周波数コムとは 

■光周波数標準の開発・整備・
供給 

 
 
 
 
 
 
 
 

自ら開発し、低価格・小型化可能 
１週間以上の連続運転が可能 
狭線幅化など高性能化を実現 
産総研所有の「光周波数コム装置」が長さの国家標準 
ファイバコム技術は常に世界でリード 

  ２２．計量標準の活用事例 －特定標準器「光周波数コム装置」－ 

② イノベーション・先端計測技術 

◆信頼性は大きく向上したが、産業界での普及を目指すには更なる小型
化・低価格化が不可欠 

◆より多種多様の応用に対応するために、光コムの波長領域が真空紫
外からテラヘルツまでカバーする必要がある。 

光周波数コムの利活用の問題点 

◆企業や大学などのユーザがより手軽に光コムを利用できるよう
に、モジュール化など積極的に進める。 

◆大学などと連携を図り、コムの波長変換など非線形光学手法を
駆使して、真空紫外やテラヘルツの応用に対応していく。 

今後の対応の方向性 

上 位 の 「 も の さ し 」
「はかり」との比較の
連鎖により信頼性を
担保 

二次標準 

参照標準 ・ 実用標準 

一次標準 

一般計測機器 

（ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、等） 

国家計量標準機関（ＮＭＩ）
レベルで同等性を確保（国
際相互承認） 

外国 
日本 

光周波数
コム装置 

企業との共同開発 

大学との共同研究 

・アドバンテスト、ミツトヨ、住電、ネオアーク、日立、… 

・東大、慶応、阪大、福井大、徳島大 

光格子時計との連携 

光のものさしでモノづくりを高精度化 
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巨視的世界の「物質」と微視的世界の「粒子」の物理
量の橋渡しを行う基礎物理定数であり，物質1モル
中の要素粒子（分子，原子など）の数を示す。光速
度、プランク定数などならぶ最も重要な基礎物理定
数の一つ。この定数を高精度測定し、将来、質量の
単位であるキログラムを基礎物理定数を用いて定義
する国際的合意が得られている。 

■アボガドロ定数とは 

■高精度密度標準設定技術を
用いたアボガドロ定数決定 

 我が国の密度の国家標準はシリコン単結晶球体
であり、その質量と体積を測定することにより実現
されている。体積測定には産総研で開発された高
精度レーザー干渉計が用いられている。シリコン球
体の格子定数、モル質量を密度と組み合わせるこ
とにより、シリコン球体中の原子の数を数えること
ができ、アボガドロ定数を決定できる。これまでに
産総研は七つの計量標準研究機関との国際研究
協力により、アボガドロ定数を3×10-8の世界最高精
度で決定している。 

基礎物理定数による質量標準実現に貢献 

◆キログラムの定義である国際キログラム原器の質量の長期安定性は、
表面汚染や損耗などの影響により50μg程度であると推定されている。
近年の計測技術の進展においては無視しえない大きさであり、キログ
ラムの定義もメートルのようにその基準を基礎物理定数へと移行させ
ることが検討されている。 

質量標準の利活用の問題点 

◆2011年に開催された国際度量衡総会において、将来、国際キログラム
原器を廃止し、キログラムを基礎物理定数により再定義する決議が採択
された。アボガドロ定数高精度化は再定義の実現を大きく左右する重要
課題であり、高精度化のための研究開発に引き続き注力する。 

今後の対応の方向性 

シリコン単結晶球体 シリコン結晶構造 

国際キログラム原器 
（現在の質量標準） 

シリコン球体直径測定用レーザー干渉計 28Si同位体濃縮結晶 

28Si同位体濃縮結晶によるアボガドロ定数高精度化 

高精度密度標準設定技術を利用し、より高い精度（2 × 10-8）でのアボガドロ定
数決定に貢献 

国際キログラム原器により定義されているキログラムの基礎物理定数による再
定義に貢献 

歴史上初めての基
礎物理定数による
質量標準 

アボガドロ定数高精度化のための国際研究協力（2012－） 
（アボガドロ国際プロジェクト） 

② イノベーション・先端計測技術 

  ２３．計量標準の活用事例 －アボガドロ定数測定による質量標準高度化－ 
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◆ 直流磁束密度（校正範囲：2.5 T～1 μT） 
  ・低磁界（100 mT以下）：核磁気共鳴形磁力計を用いて直流 
                     ヘルムホルツコイルへ標準値を拡張 
◆ 交流磁束密度（校正範囲：3 mT～0.1 ｍT，50 Hz,60 Hz） 
：直流ヘルムホルツコイルから交流ヘルムホルツコイルへ標準値を  
   拡張 
◆ 磁束（校正範囲：10 Wb～1ｍWb） 

交流磁束密度の校正範囲が限定されている。 
直流低磁界における不確かさが大きい。 

校正範囲の拡大：広範囲な周波数帯のニーズ調査・拡大 
直流低磁界の不確かさを小さくするための研究を進める。 

◆磁界測定器：磁性材料が発する磁界（強磁界）から電子機器・送電線等が発する漏洩 
      磁界及び地磁気の観測（弱磁界）まで幅広い空間磁界（磁束密度）の測定 
      に利用される。 
◆標準磁石，磁界発生器類：汎用磁界測定器を校正するための基準磁界発生装置 
◆磁束計：磁性材料等の磁気特性（サーチコイル内の磁束）の測定に利用される。 

陽子の磁気回転比 直流電圧標準 周波数標準 

核磁気共鳴形磁力計 磁束計校正装置 

磁界測定器・標準磁石・磁界発生器類 磁束計 

標準ヘルムホルツコイル 

磁気標準のトレーサビリティ体系 

産業技術 
総合研究所 

日本電気 
計器検定所 

産業界 

N 

S 

磁束 

磁束密度（単位面積あたりの磁束数） 

磁束と磁束密度 

校正 

産業界 

これらの磁気計測器は，高性能永久磁石の開発等に利用され，近年ではMRI（核磁気共鳴
画像法），ハードディスク，携帯電話などのハイテク機器の発展や電気自動車(EV)用モータ
の高効率化等に貢献している。 

標準磁石 磁束計 磁界発生器 磁界測定器 

核磁気共鳴形磁力計 交流磁界用標準 
ヘルムホルツコイル 

直流磁界用標準 
ヘルムホルツコイル 

磁束計校正装置 

校正機関 

② イノベーション・先端計測技術 ③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

今後の対応の方向性 磁気標準利活用の問題点 

■磁気標準とは 

高圧送電線、変電施設、
磁気回路を有する機器か
ら発せられる漏洩磁界の
測定や磁性材料の磁気特
性評価等に利用される計
量標準である。 
現在、磁界の磁束及び磁
束密度の校正体系が確立
されている。 

■磁気標準の開発・整備・供給 

磁性材料の性能評価や周囲環境磁場の測定に貢献 

  ２４．計量標準の活用事例 －磁気標準－ 
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●物体色測定の基準となる標準拡散板のトレーサビリティの確立 

■分光拡散反射率とは 

      

波長範囲：360 nmから1600 nm （可視域、近赤外域） 
幾何条件：2種類 （0º:de、de:0º） 

  ２５．計量標準の活用事例 －分光拡散反射率標準－ 

◆分光拡散反射率標準は半空間への反射情報を扱うため、特定方向で
の反射情報を必要とするアプリケーション（色彩効果の評価、輝度標準、
リモートセンシングetc.）に十分に対応できていない。 

◆限定された校正条件（波長、幾何条件）から、より多種多様な測定条件・
機器のトレーサビリティを確保するための枠組みの構築が必要である。  

分光拡散反射率標準の利活用の問題点 

◆幾何条件の拡張（入射・受光条件のマルチジオメトリー化） 
◆波長範囲の更なる拡張（紫外域、近赤外域） 
◆測定方法の標準化、技術文書の整備、技術移転等による、トレーサビ

リティのエンドユーザーへの一層の浸透 

今後の対応の方向性 

分光拡散反射率標準によって測定の信頼性が確保される 
主たる応用領域（紫外、可視、近赤外域） 

●分光拡散反射率測定での校正基準となる「分光拡散
反射率標準」に対する要望は極めて大きい 

■分光拡散反射率標準の開
発・整備・供給 

  積分球を用いた独自の絶対反射率測定 
• 反射率不均一性（最大の不確かさ要因）を従来

の約1/10に低減した積分球の開発 
• 積分球の不完全性に対する補正方法の考案 

  世界最高レベルの分光拡散反射率標準の実現 
国際整合性の確保 
 基幹国際比較（CCPR-K5）での同等性確認 
 校正・測定能力（CMC）の登録 

校正サービス 
 依頼試験による校正サービスの提供 

白色基準（およびグレースケール基準）のトレーサビリティ確保および国内への普及 
→ 色彩関連産業での長年の懸案（国内トレサ確保困難）解消へ大きく前進 

物体色測定におけるトレーサビリティの普及促進 
→ JIS Z8722（色の測定－反射および透過物体色）でのトレーサビリティ要件 
→ 測定結果の信頼性向上への貢献 

●依頼試験による校正サービス：累計42件（2003.4 - 2012.3までの実績） 

世界最高レベルの高精度測定
を可能とした新型積分球 

●産業応用を支える分光分析技術の信頼性向上 

国家標準トレーサブルな
標準拡散板の例 

分光光度計等の各種分光分析機器の校正基準 
→ 分光分析技術とその応用技術の信頼性を支える基盤要素を提供 
   例：遮熱塗料の日射反射率の測定基準（JIS K5602） 

校正サービスに用いる高精度
比較校正装置 

●ある試料に入射した光（放射束）に対する、試料から半
空間に反射される光（放射束）の比 

→ 光学特性の基礎指標であり、材料の分析・同定・
評価手段として、幅広い分野で利用 

光の反射率を精密計測して最先端の材料評価に貢献 

② イノベーション・先端計測技術 25 



材料中の分子レベルの空間（ナノ空孔）は、屈折率、熱電導
など諸物性に影響するため、ナノテク分野や環境科学分野
での材料開発において、ナノ空孔構造を「いかに創り、評価
し、応用するか」が重要な要素となっている。 
 
 

ナノ空孔を高感度に検出できる陽電子寿命測定法
に注目し、同測定法による結果の同等性や信頼性
を確保するための標準を開発。 
 
 
 
 
 
 
 
○高精度陽電子寿命計測技術の開発 
○陽電子寿命測定用高分子系標準物質と品質シ

ステムの確立 
○寿命測定プロトコルの整理と国内比較試験によ

る検証 

◆高分子系材料に適用可能であるが、金属や多孔質ガラスの
評価には、計測範囲の拡大と他手法の活用が必要 

ナノ空孔評価用標準物質の利活用の問題点 

◆金属や半導体中の欠陥評価にも対応可能な標準物質の開発 

◆高感度吸着法など他手法利用により対応範囲を拡張、高度化 

今後の対応の方向性 

ナノ空間を利用した革新的材料の研究開発に貢献 

  ２６．標準物質の活用事例 －ナノ空孔評価のための標準物質－ 

NMIJ CRM 5601a: 
超微細空孔測定用 

石英ガラス 
(認証値:1.63ns, 換算半径:0.26nm) 

NMIJ CRM 5602a: 
超微細空孔測定用 
ポリカーボネート 

(認証値:2.10ns, 換算半径:0.29nm) 

分析サービス企業、国内外の大学・研究所が利用 

世界初のナノ空孔標準物質の開発 

空孔評価のための陽電子寿命測定規格の制定 

認証標準物質とともに活用
することにより、高分子材料
の空孔評価の信頼性を向上 

② イノベーション・先端計測技術 

■ナノ空孔とは 

■ナノ空孔評価用標準物質の
開発・整備・供給 

ナノ空孔計測の高信頼性化が必要！ そのため 

陽電子寿命 → 
ナノ空孔の大きさ 

空孔中の陽電子消滅と寿命計測 
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■周波数遠隔校正技術とは 

  ２７．計量標準の活用事例 －周波数遠隔校正技術－ 

◆時間周波数標準は、長さ、電圧等々の物理標準の基本であること、ま
た校正分野のみならず、測位、科学、通信等の幅広い分野で利用が期
待されことから利用者数が増加している。利用者数の増加とともに、産
総研のデータ処理量も増加しており対応が必要になりつつある。  

  

周波数遠隔校正技術の利活用の問題点 

◆産総研のデータ処理に関しては、校正人員の育成補強、また自
動化率を向上させて対応するとともに、第２階層への普及に取り
組む。また今後、一層の精度向上、利便性向上を図る。  

今後の対応の方向性 

周波数遠隔校正技術は、ＧＰＳ衛星、インターネット
を利用し、遠方の発振器、測定器等の校正器物を
移送なしに産総研の国家標準により校正できる技
術である。 
 

■周波数遠隔校正の開発・整備・供給 

2005年8月 

2006～2007年 

日本（つくば）～中国（蘇州）で実
証実験 

2001年 
研究開発開始 

2003～2004年 

国内での実証実験 

2005年1月 
国内向け周波数遠隔校正（依頼
試験）開始 

据置型利用者端末装置の開発、商
用化 

2008年 
・遠隔校正用サーバソフト開発、実用化 
・日本（つくば）～ﾀｲ（ﾊﾞﾝｺｸ）で実証実験 

2009年 
周波数遠隔校正のCMC登録 

2011年 
周波数遠隔校正契約件数 14件 

従来の方法（持込み校正）では； 
①使用不可期間（1ヶ月） 管理費用増加！ 
②輸送事故等危険性 
③校正値の同一性  校正不確さ（精度）悪化！ 

 

遠隔校正技術により； 
最新情報通信技術を駆使
して標準供給を速く、安く、
正確に行えるようになった。 

現在の利用状況 
 ●国内の校正事業者、測定器メーカ等１２社が利用しており、 

年々増加傾向にある。 
 ●海外の２拠点（中国）に遠隔校正サービスを提供中である。 

グローバルな企業展開を支える周波数遠隔校正 
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■三次元測定機（CMM）とは 

■三次元測定標準供給の開発・
整備・供給 

・産総研を中核とし、公設研経由で三次元測定技術の産業界への普及・定着を推進。 
・国内持ち回り測定、国際比較を通し、検査・評価手順の標準化を推進 

  ２８．計量標準の活用事例 －三次元測定機－ 

◆測定された多数の点群データと、実際の表面形状との対応において、信
頼性を評価する手法が確立されておらず、産業界からの要望が強い。 

◆国際標準が複雑化し、公設研担当者、一般ユーザへの啓発・普及が遅
れている。 

三次元測定技術の利活用の問題点 

◆大容量化した点群データの信頼性を確立し、普及につなげる 
◆内部寸法計測用X線CT技術の研究開発を推進する 
◆国内企業の競争力を強化できる国際規格の制定に貢献する 

今後の対応の方向性 

信頼性評価技術の教育・普及・人材育成 

1. 座標値のトレーサビリティ確保 
  ・ 不確かさ解析技術 
  ・ 依頼校正サービスの提供（７品目） 
  ・ 国際比較への参加、企画、幹事国業務 
   
2. 各種基準器（ゲージ）の開発と供給 
  ・ ユーザの三次元測定機を精密に校正・検査 
  ・ ユーザ基準器の値付け 
   
3. 評価手法の標準化への取り組み 
  ・ 測定機や基準器の校正手順の確立と規格化 

 計量標準技術の供給と普及体制の構築 

APMP2011 神戸 地域セミナー2011 茨城 

点測定から面測定、内部測定へ展開 

ボールプレート 

先端にルビー球がついたプ
ローブを移動して測定対象
物に接触させ、そのX、Y、Z
座標値をデジタル記録するこ
とで対象物の三次元形状を
測る装置。加工・組立品の検
査・計測など、あらゆる生産・
開発現場で利用され、点群
データとしてCAD設計図面と
の連携も図られている。光を
使った非接触式もある。 

三次元測定機 

プローブ 

産 総 研 

都道府県産業技術センター 

技術開発の総括・ 
ガイドライン作成 

検査・校正手順のマニュアル整備 
測定戦略、データコンサルティング 

教育・公開講座 
人材育成支援 

技術交流 
共同研究 

不確かさ推定技術 

大学等 

アジア標準研究所 

日系企業への知的基盤支援 

国内企業 

技術指導・情報交換 
人材交流・持ち回り測定 

検査効率・生産性の向上 

簡易検査ゲージ 

・非接触測定コンソーシアム活動 
・Ｘ線ＣＴによる持ち回り測定、専門委員

会活動 
ボールステップゲージ 

三次元の「形」をすべてデジタル化、ものづくり産業を支援 
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ブロックゲージは、3次
元測定器と呼ばれる高
精度形状測定器から、
ノギスやマイクロメータ
といった汎用的な寸法
計測器まで、あらゆる
寸法計測器の基準とな
るもの。 

■ブロックゲージとは 

■ブロックゲージの開発・整
備・供給 

・ブロックゲージの高精度な 

 校正技術は、ものづくりに 

  おいて欠くことのできない 

    重要な基盤技術。 

・産総研は短尺ブロックゲージ 

 （0.5 mm～250 mm)及び 

 長尺ブロックゲージ（200 mm 

～1000 mm)用に、2台の 

 ブロックゲージ校正装置を 

開発し、校正サービスを実施。 

  

◇独自開発のレーザ光源と信号解析装置を使用。   

 同様の装置を保有しているのは、ドイツの標準研のみ 

◇アジア諸国（タイ等）の国家標準ブロックゲージも校正 

◇国際比較の幹事国も担当 

・寸法測定の基準器として現場実用標準の 

 ９割を占める。 

・年間の製造件数（国内）：約50万本 

・年間の校正件数（国内）：10万本以上！ 

・ブロックゲージ校正のJCSS登録事業者数： 

 約40社（JCSS制度中最多！） 

 

長尺ブロックゲージ校正装置 
 （レーザ干渉計） 

  ２９．計量標準の活用事例 －ブロックゲージ－ 

◆現状の校正方法では測定が面倒（測定に時間がかかる、測定者に 
  ある程度の経験、技能が必要）  
◆新規材料（低熱膨張材料）のブロックゲージが開発されてきているが、 

材料の特性評価（熱膨張率や安定性）が不十分 

ブロックゲージの利活用の問題点 

◆簡便かつ微小な変化（熱膨張、経時変化）が評価できるブロック
ゲージ寸法測定（校正）装置の開発  

→ 新規測定原理に基づく校正装置の開発 

今後の対応の方向性 

ブロックゲージを基準とする寸法測定器の例 ＜長さ標準のトレーサビリティ体系図＞ 

ブロックゲージブロックゲージ

産総研のブロックゲージ校正をもとに、 
膨大な数の寸法測定器の国際的な 
信頼性（トレーサビリティ）が担保されている。 

ノギス、マイクロメータ 
3次元測定器 

両端面の 
間隔が基準 

＜精度：10-13＞

＜10-7〜 10-8＞

波長校正

長さの国家標準（一次標準）

光周波数コム装置

参照標準用ブロックゲージ（産総研）

レーザ干渉計

機械的比較測定

＜10-8〜 10-9＞

＜10-6〜 10-7＞

実用寸法計測器

ノギス，マイクロメータ，3次元測定器等

国際比較

波長安定化レーザ（二次標準）

実用標準用ブロックゲージ

（依頼試験）

あらゆる製造現場で利用される寸法測定の基準器 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 29 



■直流電圧・抵抗、キャパシタンス標準とは 

■直流電圧・抵抗、キャパシタンス標準の開発・
整備・供給 

 
電圧：1 V, 1.018 V, 10 Vを9桁の不確かさで供給。交流量子電圧標準への拡張。 
抵抗：1 mΩから1 TΩまでを８桁から5桁程度の不確かさで供給、交流抵抗は10 kΩ（1 

kHz）を８桁の不確かさで供給。集積量子ホール素子によるトレーサビリティの簡
便化。ロバストで使いやすい量子標準の研究 

キャパシタンス：10 pFから1000 pFまでを8桁の不確かさで供給。交流量子ホール効果を
基準とする体系の研究 

◆直流電圧・抵抗、キャパシタンス標準は基準として量子力学に基づ
く普遍性を有している。しかしその装置規模が大きく、産業界で直接
量子標準を設置することはほぼ不可能である。 

直流電圧・抵抗、ｷｬﾊﾟｼﾝﾀﾝｽ標準の利活用の問題点 

◆量子標準の値をより正確に、安定的に維持でき、かつ現場で利用
しやすいコンパクトな２次標準器の開発を進めている。 

◆コンパクトで現場で利用できる量子標準の開発を進めている。 

今後の対応の方向性 

①産業界、研究、製造現場で用いられている、電圧計、電流計、
抵抗計、マルチメータ、キャリブレータ、LCRメータなど各種の
電気測定器はすべて直流電圧、抵抗、キャパシタンス・交流
抵抗標準を起点として計測のトレーサビリティが作られてい
る。 

 
②直流低周波電気量のJCSS校正証明書発行は年間8000枚に

及び、ワンストップテスティングによる国際展開、国際部品調
達の重要な基盤となっている。 

 
③国家標準にトレーサブルな高精度の標準を利用し、安定な機

器か発が進められている。 
 例：高安定小型標準抵抗器、高安定小型標準電圧発生器 

など 

量子ホール効果抵抗測定装置 ジョセフソン効果電圧測定装置 キャパシタンス標準 

●量子ホール効果により直流
抵抗値が校正されたAC/DC
差が計算可能な抵抗器によ
り、交流抵抗標準を実現す
る。さらに、その交流抵抗と
キャパシタンスを組み合わせ
た、直角相ブリッジによりキャ
パシタンス標準を実現する。 

●超伝導体/絶縁体/超伝導
体のトンネル素子（ジョセフ
ソン素子）で発現する交流
ジョセフソン効果により、電
圧を量子力学的に決定でき
る。この効果を利用し、電圧
標準を実現している。 

●非常に薄い電子の層である
2次元電子系が強磁場下で
示す量子ホール効果によ
り、抵抗を量子力学的に決
定できる。この効果を利用
し、抵抗標準を実現してい
る。 

生産現場での品質向上に貢献 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

電気標準は、ジョセフソン効果による電圧標準、量子ホール効果による抵抗標準に
基づいている。（計量法に基づくJCSS校正の起点） 

  ３０．計量標準の活用事例 －直流電圧・抵抗、キャパシタンス標準－ 
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■リアルタイム校正の必要性とは 

  ３１．計量標準の活用事例  －電気複合量の一括校正技術－ 

◆リアルタイム・キャリブレーション装置の製造コストが高く、装置の導入
は大量に検査が必要な製品に限られている。  

◆リアルタイム・キャリブレーション装置を用いた自動校正が可能となれ
ば、校正負担のさらなる軽減が可能。 

リアルタイム・キャリブレーション技術の利活用の問題点 

◆中小企業にも利用してもらえるよう装置のレンタルを実施 
◆個別の校正器物を自動校正ができるソフトウェアの開発 

今後の対応の方向性 

アメリカ国内で使用するすべての電気製品は、製品の安
全性の確保のため、『アメリカ保険業者安全試験所
（Underwriters Laboratories Inc.（UL） 』が定めるUL規格
を満たす必要がある。 
日本で製造された電気製品や電子部品を含む製品をア

メリカに輸出する場合、 このUL規格に合格した製品しか
輸出できない。UL規格では、検査する電子計測器の国
家標準へのトレーサビリティが必要となっている。 
このため、事業者にとって、電気複合量の一括校正等を

実現できる技術（通称：リアルタイム校正）が必要不可
欠。 

 ■リアルタイム校正の供給 
特徴： 
・計測器の電気複合量校正を一度に実現 
・生産現場で、計測器の校正がいつでも可能 
・国家標準へトレース可能 
・装置自体の校正は長期間（5-10年）不要 

リアルタイム校正を実現する装置（リアルタイム・キャリブレー
ション装置）は、産業現場で電子計測器の校正が可能で、国
家標準へのトレーサビリティの確保も容易な装置。電気標準
の中でも特に環境に依存しないジョセフソン電圧標準装置と
薄膜型サーマルコンバータ交直変換標準を利用しており、
ユーザーは常に校正された値を利用できる。 

開発した装置 

リアルタイム・ 
キャリブレーション
装置（右図） 薄膜型サーマ

ルコンバータ 任意信号発生装置 小型ジョセフソン
電圧標準装置 

電気製品や電子部品の輸出を支援 

UL規格対応可能 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 ⑤ 規制対応 31 



インダクタンス測定装置 

インダクタ(標準器)の例 

インダクタンス 
測定装置等 

インダクタ、LCRメータ等 

産業技術 
総合研究所 

日本電気 
計器検定所 

交流抵抗標準、 
キャパシタンス標準 

産業界 

○各種電気製品 
（ものづくり産業） 

生産現場 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

  ３２．計量標準の活用事例  －インダクタンス標準－ 

■インダクタとは 

インダクタは、交流電流を妨げる素子の一つであ
りアナログ回路の信号処理や電子機器電源のエ
ネルギー蓄積装置などに広く使用されている。 
生産現場においては、電子機器の小型化などに
より鉄芯入りのインダクタが使用されるが、標準
器となるインダクタは諸特性の優れた空芯タイプ
のインダクタが用いられる。 

生産現場での品質向上に貢献 

■インダクタンス標準の開発・整備・供給 

インダクタンス標準は、キャパシタンス標
準と交流抵抗標準を基にインダクタンス
測定装置等を用いて構築されている。 
供給範囲は、100μHから10Hであり
0.01%から0.1%程度の不確かさで供給し
ている。 
また、ＪＣＳＳ校正での標準供給にも対応
している。 

◆電子機器の小型化・高周波化に伴い10kHz～数MHz帯域での標準が
要求されている。 

◆100μH未満及び10H超過の範囲の標準が要求されている。 

インダクタンス標準の利活用の問題点 今後の対応の方向性 

◆高周波帯域のインダクタンス標準の整備 
◆100μH未満及び10H超過の範囲拡張 
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直流高電圧標準
は，抵抗分圧器
や倍率器を用い
た間接測定によ
り維持されてい
る。 

また，電圧を加えた電極間に発生する引力から電圧
測定する静電電圧計がある。 
 

V V － － 

倍率器の接続 抵抗分圧器の接続 

◆直流高電圧標準は，電気機器，部品，ケーブルな
どの安全性を確認するために必要な絶縁耐圧性能
試験器や，同試験器を校正する高電圧計の校正に
活用されています。 

kV μ
A 

20.0 kV 

産業技術総合研究所 

直流電圧標準 

日本電気計器検定所 

産業界 

電圧発生装置 
標準分圧器 

直流電圧測定装置 

高電圧分圧器 

高電圧計 
絶縁耐圧試験装置 

倍率器 

静電電圧計 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

直流高電圧標準の利活用の問題点 今後の対応の方向性 

  ３３．計量標準の活用事例  －直流高電圧標準－ 

■直流高電圧標準とは 

■直流高電圧標準の開発・整備・
供給 

直流高電圧標準は、200kVまで
の直流電圧測定を行える抵抗
分圧器を標準器とした直流高
電圧測定システムである。 
 
このシステムを使用し、抵抗分
圧器や高電圧用の電圧計など
を通じて、産業界への直流高電
圧標準の供給を行っている。 

直流電圧の測定範囲拡張により安全性の確保と先端
技術に貢献 

◆マイナス電圧の不確かさ見積もり。 
◆構造的に時定数が大きく応答性がよくないため、インパルス電圧な

どの測定を正確にできない。 

◆産業界の要望に対応した校正方法を検討する。 
◆校正方法を検討するとともに、需要を調査する。 
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交直差標準の校正の不確かさの向上が求められている。 
交直差標準の拡張作業には多くの時間を要する。 

交直差標準の整備を行う。 
測定方法等を見直し測定時間を短縮することで、標準供給の円滑化を図る。 

 交直差標準は，交直差標
準としての標準供給のほ
か，直流電圧標準と組み合
わせて交流電圧標準の供給
に用いられる。 

 交直差標準は直流電圧標準から
交流電圧標準を導くためのもので
あり，標準器として交直変換器が
用いられる。 
 交直変換器は，直流電圧と交流
電圧の実効値の比較を行う装置で
あり，直流から交流への変換誤差
を交直差という。 
 交直差は，10-6レベルで校正さ
れている。 

 交直変換器の交直差
を測定するための装置と
して，交直差測定システ
ムが開発され，産業界へ
交直差の供給に用いら
れている。 

交直差標準の供給範囲 

0.3 V～1000 V 
10 Hz～1 MHz 

交直変換器 

日本電気計器検定所 

交直差標準 直流電圧標準 

交流電圧標準 

交直差測定システム 

登録事業者 

産業界 
テスタ 
指示計器 
交流電圧発生器 等 

国家標準 

交直変換器 
交直電圧比較装置 
交流電圧測定装置 
交流電圧発生装置 等 

産業技術総合研究所  交流電圧標準は，産業
界で用いられている交流
電圧の計測器等の校正に
至るまで広く供給されて
おり，電気設備の保守・
点検等にも利活用されて
いる。 
 また，校正された計測
器等は，交直差の国家標
準にトレーサブルであ
る。 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

  ３４．計量標準の活用事例  －交流電圧標準（交直差標準）－ 

■交直差標準とは 

■交直差標準の開発・整備・供給 

産業界への交流電圧標準の供給に貢献 

交流電圧標準（交直差標準）の利活用の問題点 今後の対応の方向性 
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トルクは、いわば「ね
じる力の強さ」であ
り、トルク標準は質
量・長さ・重力加速度
の標準から組み立て
られる。 
 

■トルクとは 

■トルク標準の開発・整備・供給 
 

トルク標準機は、質量を 
精密に調整したおもり・ 
精密に長さを測定した 
梁（モーメントアーム）・ 
設置場所の重力加速度 
の測定値から組み立て 
て、基準となるトルクを 
発生させる装置である。 
 
 

 
 先導の調査研究で産業界からのニーズが高かった中容
量(5 N･m～1 kN･m)と大容量(1 kN･m～20 kN･m)のトルク範
囲において、世界トップクラスの性能を有するトルク標準機
を開発し、既に標準供給を行っている。更に小容量(0.01 N･
m～5 N・m)の範囲でも、トルク標準機の開発を進めている。 

◆航空機の整備に使われるトルクレンチが、当 
 NMIJのトルク標準にトレーサブルであること 
 により、米国NISTの標準にトレーサブルであ 
 ることと同等であると米国の航空当局(FAA) 
 により認められ、国内の航空機整備事業者 
 の負担が軽減された。 
◆航空機に限らず自動車など機械全般の製造 
 や保守、またプラントの保守などにおいては 
 ネジ・ボルトの締め付けトルクの管理が不可 
 欠で、使用するトルクレンチやトルクドライバ 
 の校正に標準が活用されている。 
◆自動車のエンジン及びOA機器から電車まで 
 各種のモータの出力を評価し性能を証明し、 
 省エネルギーな国産製品の普及を図るため 
 にも、正確なトルクの計測が必要で、ここでも 
 標準が必要とされている。 
 

開発した1 kN･mトルク標準機 

  ３５．計量標準の活用事例 －トルク標準－ 

◆トルク標準の更なる範囲の拡大が求められている。 
◆時間とともに変動する動的トルクの計測の信頼性向上が必要である。 

トルク標準の利活用の問題点 

◆ 小容量トルク標準機の開発を加速し、早期に標準供給を開始。 
◆ トルク計測機器やトルク試験機の動的応答特性を評価する技 
   術の開発。 

今後の対応の方向性 

自動車の駆動系計測システム 
（HORIBA Europe GmbH製） 

出典：S.Kuhn, Proc. XIX IMEKO World Congress, 
    pp.351-355, Lisbon, Portugal, 2009. 

キログラム原器  絶対重力計 

航空機の整備に使用される 
トルクレンチ 

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 

航空機の整備 
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定まった形状の圧子を試料に押し込
み、その永久変形の大きさ(例えばくぼ
みサイズ)を測定することで、材料の変
形抵抗を測る方法。引張強さとより相関
があるため、材料の強さの指標としてあ
らゆる産業で利用されている量である。
一方測定対象となる材料の形状や大き
さなどにより様々な硬さ測定法があり、
試験方法が異なると値には互換性がな
い。 

■硬さとは 

 ■硬さ標準の開発・整備・供給 
 
・ 硬さは試験方法が定められて初めて 
 定義できる工業量でありロックウェル 
 硬さだけでも15種類(ISO規格)ある。 
 それぞれの値に対して互換性がない 
 ため、ユーザニーズを考慮し順次標 
 準開発と供給を行っている。 
 
標準供給を行っている硬さ 
◇ ロックウェルCスケール硬さ (試験機・標準片) 
  数値での直接読み取りが可能で自動車など工業会で広く使われる。 

◇ ビッカース硬さ (試験機・標準片) 
  試験力依存性が少なく材料や厚み等の対応範囲が広い 

◇ ブリネル硬さ (標準片)  
  比較的大きな面積の平均的な硬さ値が求まる 

◇ 微小硬さ (標準片) 
  薄膜や材料強度分布測定など μm 以下の領域が主。弾性特性も求め 
  られるため半導体産業やハードコーティング等の計測に用いられる。 

材料強度の信頼性確保と産業への貢献 
トレーサビリティ体系整備と硬さ値の信頼性向上 
- ロックウェル・ビッカース・ブリネル硬さ標準- 
 
 ・ 国際基幹比較・補間比較への参加とホスト研究所 
 ・ 新規標準のための国内持ち回り試験 
 ・ 校正事業者も10事業者以上と年々増加 
 ・ ISO規格改定への技術専門家派遣 
 
微小材料の機械特性評価技術開発と信頼性向上 
- 半導体薄膜・微小領域で用いられる微小硬さ標準 – 
  
 ・ 試験機の校正用干渉計の開発 
 ・ 表面接触点の検出手法の開発 
 ・ ISO 14577による国際標準化活動 
 ・ 共同研究を通じた産業界へのフィードバック 

信頼性確保のための技術開発と供給体制整備 

ロックウェル硬さ標準片 

  ３６．計量標準の活用事例 －社会の安全・安心を支える硬さ標準－ 

◆ 一対一対応の現状の供給体制では各試験方法に対して１つの標準が
必要であり整備する量目が多い。 

◆ 試験方法規格が硬さ値を定めるためISOにおける標準化活動が必須 

硬さ標準の利活用の問題点 

◆事業者と協力し、より広い範囲で標準供給を行うための技術開
発と供給体制整備を進める。 

◆産業界と連携して国際標準化活動への貢献を行う。 

今後の対応の方向性 
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硬さ測定値の信頼性向上 

さまざまな試験方法の適用範囲 

数100nm領域での機械特性評価 
校正技術や解析手法の開発と共同研究 
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ロータリエンコーダ：ロボット腕
間接や工作機器の回転テーブ
ルに内蔵され３６０°の広範囲
の角度測定する機器 

オートコリメータ：望遠鏡の様
な形をしており平面鏡などの
微小な角度の差や振れ、傾き
などを測定する光学機器 

ポリゴン鏡：円柱状の多面体
鏡。１２面の場合は面間角度
が３０°の角度標準として使用 

水準器：地面にたいする傾斜
角度を計測する機器 

トータルステーション：ロータリ
エンコーダを内蔵し角度等を
計測する測量機器 

プロトラクタ：分度器 

■角度標準の供給 

日本発の角度校正技術で、ものづくり産業を支援 

◆角度測定機器ごとに校正装置が異なるため、中小企業や発展途上国
には設備投資が負担となり、角度標準の普及が遅れている。オートコリ
メータ、ポリゴン鏡、水準器等のトレーサビリティ 体系の確立が必須。 

◆相互承認に欠かせない国際比較がポリゴン鏡のみであり、国際比較の
種類拡大が必須である。 

角度標準の利活用の問題点 

◆中小企業が導入可能な低価格の汎用型角度標準器の開発と普及 
◆各種角度測定機器を包含する角度トレーサビリティ体系の構築 
◆アジアから発信する角度標準ネットワークと国際規格の制定に貢献する 

今後の対応の方向性 

■角度測定機器とは 

MÖLLER-WEDEL GmbH HP 

MÖLLER-WEDEL GmbH HP 

ネミコン（株） HP 

丸井計器（株） HP 

（株）大菱計器製作所 HP 

日本発の２つの角度校正原理を用いて 
世界最高精度の角度校正装置を開発。 
 １．等分割平均法（EDA-method） 
 ２．自己校正機能付角度検出器（SelfA） 

JCSS：   ロータリエンコーダ 
産総研依頼試験：オートコリメータ 
           ポリゴン鏡 

◆国際対応（アジア展開） 
  ・タイ、インドネシア：汎用型角度標準器の共同開発 
  ・韓国、中国、ベトナム、ドイツ：技術移転 
  ・日本企業：技術移転 
      例：ロータリエンコーダ角度校正技術保有数（2012年） 
         アジア：５カ国、６研究機関、９企業（全て日本） 
         ヨーロッパ：１カ国、 １研究機関、２企業 

角度の特定標準器 

角度の特定標準器 
等分割平均法 
（EDA-method） 

汎用型角度標準器 
自己校正機能付 
 角度検出器（SelfA） 
日本・タイ・インドネシア 
韓国・中国が導入 

◆角度標準の確立 
  ・ロータリエンコーダ 
  ・オートコリメータ  
  ・ポリゴン鏡 

◆新規計量標準への貢献 
  ・歯車形状の標準（極座標の角度） 
 
 
 
 
  ・密度・屈折率の標準（屈折角度） 

◆研究開発支援やイノベーション 
  ・ジャイロ姿勢センサ校正技術 
          （角速度、角加速度） 
  ・Ｘ線回折装置の高精度化（角度） 
  ・回転軸ぶれ検出技術（回転角度の変位） 

汎用性  

小型化  

風力発電 
回転効率の向上 

自動車 
燃費の向上 

静粛化 

屈折率を応用した 
濃度計 
糖度計 

工作機械・ロボットの角度検出、 
制御精度の向上 

（株）アタゴ HP 

③産業競争力・ものづくり基盤・国際展開 

  ３７．計量標準の活用事例 －角度標準－ 
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■密度・屈折率・粘度標準とは 

◆密度標準： 
密度絶対測定技術，精密密度比較技術の開発により，単結晶シリコン
球体密度を頂点とするトレーサビリティ体系を実現するとともに，アボガ
ドロ定数精密測定，固体密度差検出やPVT性質精密測定技術を開発 

 固体密度標準の供給：約10件/年，粘度標準液の校正：約20件/年 
 

 標準液のユーザへの供給 
• 密度標準液：約6000/年（JCSS校正証明書発行件数） 
• 粘度標準液：約7000本/年 
• 屈折率標準液：約2000/年（JCSS校正証明書発行件数） 

 
 振動式密度計，屈折率計のJCSS校正 
 
 

  ３８．計量標準の活用事例  －密度・屈折率・粘度標準－ 

◆省エネルギー技術開発における新開発材料に対する評価のニーズへ
の対応  

◆上記ニーズにおける，より高温・高圧域への拡張の要求 

密度・屈折率・粘度標準の利活用の問題点 

◆地球温暖化係数の小さい作動流体やバイオ燃料等の新燃料の
物性評価に資する標準や標準データ提供  

◆広範囲・温度・圧力域の拡張 

今後の対応の方向性 

石油，化学，食品，アルコール，醸造，印刷など
様々な産業分野における製造工程・品質管理や
材料開発評価に利用されているのが密度・屈折
率・粘度であり，それら各物性の計測器のスケー
ルを校正するための基準である。 
 

■標準の開発・整備・供給 

シリコン球による密度標準の設定 液中ひょう量による固体密
度のjcss標準供給 

１次標準 
シリコン単結晶球体

（密度標準） 

密度・粘度のトレーサビリティ体系 

20℃，大気圧の蒸留水 

（粘度標準） 

細管式粘度計 液中ひょう量装置 

密度標準液 粘度標準液 

汎用密度計など 汎用粘度計など 

校正装置 

標準物質 

ユーザー 

◆粘度標準： 
水の粘度（ISO勧告値）を基準とする精密粘度比較技術による広範
囲粘度域をカバーする粘度標準液の校正・供給体系を整備 
 
◆屈折率標準： 
液体屈折率精密測定技術を開発しトレーサビリティ体系を確立 

13種類のJIS粘度標準液 各種密度標準液 

様々な液体利用分野を支える高精度・高信頼基準 
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LED(発光ダイオード)とは電圧を加え
た際に、発光する半導体素子であり、白
色LEDの開発により次世代省エネ光源
として脚光を浴びる。 
LEDからの光は従来光源と大きく異な
る分光分布・配光分布を持つため、従来
培われてきた測光方法・標準がそのま
ま使用できないという問題点がある。 

■LED測光標準とは 

■LED測光標準の開発・整備・
供給 

LEDの測光量測定の問題を解決する為に、以下の研究
開発を実施。 

LED測光標準の確立 
LEDの測光量校正に適した校正装置を独自に開発し,厳
密な不確かさ評価を実施することにより、LED測光量校
正技術を確立、校正サービスを開始した。また、LED校
正の国際的同等性を確保するため、LEDでは世界最初
の国際比較(APMP PR S3-a, S3-b, S3-c)に参加。 

  ３９．計量標準の活用事例 －次世代光源のためのLED測光標準開発－ 

◆LEDの全光束値の高強度化が進み、照明用LEDが急速に普及するな
ど、従来の全光束供給範囲では主要な校正ニーズへの対応が困難に。  

◆UV(紫外)-LEDの開発が進み、水銀ランプ代替ランプとして普及(紫外線
硬化樹脂用光源、ブラックライト代替など)。このためUV-LEDの放射束校
正用の標準に対するニーズの増加。  

LED測光標準開発の利活用の問題点 

◆高強度LED全光束の開発・供給を予定（供給予定範囲10 lm～100 lm）。  
◆高強度LED校正に最適な新しい標準LEDの開発(2011年より販売)。 
◆照明用LED光源等に相応しい分光全放射束標準の開発・供給を予定。 
◆UV-LED用のLED放射束標準を供給予定。 

今後の対応の方向性 

産総研開発装置を元に製
作され,公設試験機関に導
入された校正装置 

LEDのための標準器の開発 
LED測光量校正の不確かさを向上させ、校正結果を
棄損することなく普及させるに当たっては、校正値を
値付けるに相応しい標準器開発が必要であった。こ
のため、LEDメーカと共同で標準器(標準LED)を開発。
標準LEDは標準器専用に設計開発したLEDの採用と、
独自の温度制御機能を付けることにより高い信頼性
を実現。 

光束用標準LED 
メーカ・産総研両者の視点で意見交換し
開発。 2007年よりLEDメーカより販売, 

●標準LEDを用いた校正サービス 
供給範囲: 光度 0.1cd -10 cd, 光束 0.1lm-10 lm 
ＪＣＳＳ（計量法校正事業者登録制度）またはJNLA（試験事業者登録制度）の技能試験・現地審査
における巡回器物への校正サービス(参照値の校正)を実施。適切な校正サービスを提供すること
により、JCSS登録事業者やJNLA事業者の拡充、能力確認に貢献。 

●開発された標準LED仕様は国内JIS規格で引用 
この標準LEDのスペック・利便性は非常に高かったため、JIS C 8152:2007 “照明用白色発光ダイ
オード（ＬＥＤ）の測光方法”では、 LED校正に最適な標準器として当該標準LEDの性能仕様が引用
された。そのような背景もあり、当該標準LEDは国内LEDメーカ数社において品質維持のための標
準器として採用され、メーカの校正能力向上に貢献している。 

●公設試験機関およびメーカが産総研開発のLED校正装置を導入 
公設試験機関・LEDメーカ等の要望に応じ、産総研が独自開発したLED校正装置を試験機関の測
定用途に最適化して再設計。同装置を導入した機関は、当該測定装置を用いたJCSS校正を計画
中。 

産総研開発のLED測光量校正装置 

信頼の高い明るさ計測を通じてLED普及に貢献 
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測光量は，国際単位系(SI)の中では長さ，重さ，電圧
などの物理量と異なり、人間の目を基準にした感覚
量である。測光量の代表的なものに物体にあたる光
の明るさを表す「照度（lx：ルクス）」がある。ま
た、この照度を測定する計測器には照度計を使用す
る。 
初期の照度計は、受光器部分に光電池を用いた指針
形が主流であったが、近年ではフォトダイオードを
用いたディジタル形が普及しており、産業界をはじ
め学校、保健所、図書館、その他照明関係で広く使
用されるようになった。 

 照度計測定システム 

ディジタル照度計の例 

1lx～3000lxの照度範囲における照
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。 
写真（右）は、JEMICで照度計の検
定及び校正試験を実施するための
システムの一例である。校正に使
用する標準電球の値は、国家標準
からトレースされている。 

 オフィスをはじめ、様々な労働環境や学校、図書館、病院などに
おいて、作業効率の向上、安全の確保や健康を守るために、照度計
を用いて照度の基準に適合しているか測定されている。 
※取引や証明に用いる照度計は、計量法や関係法令による検定に合格したもの
でなければならない。 

 学校、図書館、グラウンド：  30 lx～  700 lx 
 病院          ：300 lx～1500 lx 
 住宅          ：    1 lx～2000 lx 
 商業施設        ：  75 lx～3000 lx 

国家標準 
特定標準器 

照度基準器 

日本電気計器検定所 

特定二次標準器 
常用参照標準器 

教育委員会 
警察署 
保安協会等 

照度計 

産業技術総合研究所 
国家計量標準機関 

産業界 

日本電気計器検定所 
校正事業者等 

日本電気計器検定所 
指定校正機関 

特定副標準器 

特定計量器 
（照度計） 
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◆照度計の高照度測定に対応するために、効率の良い校正方法を検討す
るとともに標準受光器（照度応答度標準：V/lx又はA/lx ）を用いたトレー
サビリティ体系の確立に取り組む。 

今後の対応の方向性 

◆JEMICにおけるディジタル照度計の校正範囲は1～3000lxとなっている
が、現在、市販されている各製造メーカーのディジタル照度計について
は、測定範囲が高照度に渡っている。 

照度標準の利活用の問題点 

■照度とは 

■照度標準の整備・供給 

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 

  ４０．計量標準の活用事例 －照度標準－ 
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