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はじめに 
 
 
【公共財、ソフトインフラである知的基盤】 

我が国の国際競争力の維持・強化、イノベーション促進、企業活動の信頼性

向上、中堅・中小企業のものづくり基盤、国民生活の安全・安心の確保等を図

るため、計量標準、微生物遺伝資源、地質情報等「知的基盤」は、国の公共財

として、国民生活や社会経済活動を幅広く支えている。  
 
「知的基盤」は、社会資本（ハードインフラ）の整備とともに、国の責務と

して、整備すべきソフトインフラである。道路、下水道等の社会資本の整備が

国民の目に見える形で整備され、直接利用されるのに対して、知的基盤は、そ

の成果の利用や便益を多くの国民や企業等が直接意識する機会が少ないことか

ら、その知名度は低く、これまで直接の関係者以外にその重要性及び必要性が

広く理解されてこない面があった。 
 
 独立行政法人産業技術総合研究所（以下、「産総研」という。）、独立行政法人

製品評価技術基盤機構（以下、「NITE」という。）等によって、整備・提供され

る「知的基盤」は、地道な作業の連続である。例えば、産総研計量標準総合セ

ンター（以下、「産総研NMIJ」という。）はJCSS制度 1

 

の施行から欧米に比肩す

る計量標準の整備レベルに達するまで 20 年を要し、産総研（旧地質調査所。現

在の地質調査総合センター（以下「産総研GSJ」という。））は、20 万分の 1 地

質図の作成に 53 年の長き年月を要している。 

【知的基盤に求められる、新たな時代の要請】 

今までは、整備側が主導して構築してきた知的基盤であったが、今後は、国

民生活の多様化、社会経済活動の複雑化、情報化社会の急速な進展等に伴い、

よりわかりやすく使いやすい、ユーザー側も積極的に参加する知的基盤の創成

と整備への転換が求められている。 
 
【科学技術基本計画に基づく知的基盤整備】 

 第 2 期科学技術基本計画（平成 13 年 3 月 30 日閣議決定）に基づき、平成 22
年を目途に世界最高の水準を目指す整備目標を設定、達成することによって、

我が国の知的基盤整備は、欧米並みの整備レベルとなったところである。 
今後は、量だけでなく質の充実を重視し、多様な利用者ニーズに応えるため、

                                                   
1 校正事業者登録制による国家計量標準の供給制度（Japan Calibration Service System） 



 

ii 
 

第 4 期科学技術基本計画（平成 23 年 8 月 19 日閣議決定）に基づく新たな知的

基盤整備計画を策定することが求められている。 
 

【新たな知的基盤のあり方の検討】 

上記の第 4 期科学技術基本計画を踏まえ、経済産業省は、平成 24 年 4 月より、

『ユーザーの視点に立った、わかりやすく使いやすい、新たな知的基盤の利用

のあり方』として、産業構造審議会・日本工業標準調査会の合同会議である知

的基盤整備特別委員会（委員長：北澤 宏一 独立行政法人科学技術振興機構

顧問）を開催し、今後の新たな知的基盤戦略、方向性及び具体的な施策の検討

を開始した。 
 
 特別委員会では、最も重要な視点を、研究開発体制、中堅・中小企業等のた

めのものづくり基盤、アジア地域を軸とした国際対応に置き、また、整備分野

は、計量標準、微生物遺伝資源、地質情報、情報化対応等とし、整備対象の重

点化（選択と集中）、効果的かつ効率的な整備実施方策と利用促進方策について

精力的に検討を行ってきたところである。 
 
 なお、特別委員会の検討に先立ち、平成 23 年 8 月から、整備側、利用者、有

識者等との知的基盤 100 者（社）ヒアリング、中堅・中小企業の利用実態調査、

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「NEDO」という。）

知的基盤創成・利用促進研究開発事業の追跡調査、「知的基盤の活用事例集」の

ための情報提供等、現在、知的基盤整備・提供・利用を担っている関係機関の

方々から大いに御尽力、御協力頂いた。（230 機関、延べ 500 名） 
 
【知的基盤整備・利用促進プログラム】 

 知的基盤整備特別委員会の中間報告は、科学技術基本計画に基づく新たな知

的基盤整備計画に反映されることを始め、ものづくり基盤、アジア対応等につ

いて、中長期の整備・利用促進方策を示した今後 10 年を見据えた道標である。   
具体的な方策の実施において、国、整備機関、ユーザー等が知的基盤の整備・

利用促進に参画し、PDCA サイクルによる改善が行うことができるように、知

的基盤整備・利用促進プログラムとして、体系的に整理を行ったものである。 
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１．知的基盤とは 

 「知的基盤」は、国民生活、社会経済活動を支える重要かつ不可欠な基盤と

して、社会資本の整備と同様、国が整備を行い、幅広く利用されている。 

「知的基盤」は、法令等で以下のように定義されている。 

①第４期科学技術基本計画（平成 23 年 8 月 19 日 閣議決定） 
  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）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 
 

②研究開発力強化法（平成 23 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） 

 国は、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、研究者等が知的基盤を利用するために必要な情報の提供その他の知的基盤を広く研

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。 
 

 

 

図 1．知的基盤整備の対象分野 



 

2 
 

２．知的基盤の重要性 

（１）国民生活、社会経済活動を支える知的基盤 

① 計量標準、微生物遺伝資源、地質情報等知的基盤は、国民生活、一連の企

業活動、国際関係等の社会経済活動を幅広く支えている。 
 長さ、質量等計量標準は、ものを測る基準となる「ものさし」として、国民生活

の安全・安心の確保や企業活動の信頼性向上等を支援 
 紅麹菌は、健康食品、サプリメントとして、国民の健康増進を支援するとともに、

医薬品開発にも利用 
 産総研が整備した活断層 DB マップは、工場立地の安全性確保に利用されてきた

が、東日本大震災以降、住宅地の安全確認等のため、国民のアクセス件数が急激

に増加 
 ※知的基盤の活用事例は、別冊資料「知的基盤の活用事例集」を参照。 

 
② 整備された知的基盤は、長い年月をかけて、消費者、事業者、自治体等が

直接利用したり、2 次利用することにより、社会に伝播、浸透する。 
 
    

 

図 2．知的基盤の整備・提供・利用について 
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（２）知的基盤の未整備が及ぼす負の影響 

国の社会インフラとして、整備・提供されるべき知的基盤の重要性は、未整

備であった場合、国民生活や社会経済活動に及ぼす負の効果と損失を考察する

ことでより明確になる。  
 

① 企業は、事業活動のあらゆる場面で、自ら知的基盤を整備することになる

ため、労力、時間、コストが増大する。 
例えば、研究、開発、設計、製造、検査、販売、廃棄・リサイクル等一連

の事業活動において、計量標準及び標準物質は、ものを測る基準となる「も

のさし」、「分析する基準」に利用されている。一企業が、数多くの計量標準・

標準物質全てを自ら整備することは、整備コストの負担増のみならず、事業

活動の機会損失及び非効率化を招き、企業の信頼性低下等の社会的に重大な

損害につながる。 
各社がバラバラに整備した計量標準・標準物質の間に互換性はなく、それ

らを互いに用いて国内外の取引・証明を行った場合、信用確認ができず、事

業活動上のトラブルを引き起こすこととなる。 
 

② 国民生活の安全・安心レベルが低下し、国民自らリスク管理しなければな

らず、これまでの生活の利便性が損なわれる。 
例えば、日常の時間管理、水道・ガス・電気の使用量計測、スーパー等食

料品の計量管理、水質規制への個別対応等は、適切に校正された計量計測機

器によって、その信頼性が担保され得る。目に見えない形で、これら知的基

盤は、国民一人ひとりの日常の活動を支え、守っている。それらの信頼性が

失われたときには、利便性と効率性の高い国民生活に支障を来すばかりでな

く、取引、証明及び契約において重大な社会的混乱を招き、場合によっては、

身体、生命を脅かすリスクが増大する可能性がある。国民は、個々にリスク

管理しなければならない状況も想定される。 
 

③ 企業、大学等の研究者は、研究材料の提供が受けられず、信頼性ある計測・

分析技術及びデータベースが未整備の場合、非効率な研究活動、無駄な研究

コストの増加を招く。 
例えば、NITE が整備した約 8 万の微生物遺伝資源を一企業が収集・整備

することは困難である。また、企業、大学等の研究活動において、研究情報、

学術文献情報、特許情報等を整理したデータベースが整備されていない場合、

非効率な研究の実施、重複研究等によるコストの増大を招くこととなる。 
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  以上のように、一定の利用規模を持つ社会インフラとしての知的基盤の整

備は、国が一元的に行うことにより、社会全体として最適なコスト・ベネフ

ィットを得ることができる。 
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３．知的基盤整備の政策的位置付け 

（１）経済産業省が実施する知的基盤整備 

経済産業省が整備する知的基盤は、非常に幅広い分野をカバーしている。

産業技術関連施策、ものづくり産業振興施策、中堅・中小企業施策、エネル

ギー関連施策等を着実に実現する礎として、知的基盤は、イノベーション・

インフラ及び研究開発基盤、中堅・中小企業を中心とするものづくり基盤、

国民生活の安全・安心確保等の社会生活基盤及び産業技術基盤として、整備、

利用されている。 
国際競争力の確保、イノベーションによる市場創出、中堅・中小企業を含

む企業の一連の事業活動の支援等、知的基盤を的確にユーザーに提供し、企

業を総合的に支援できることが経済産業省の強みといえる。 
また、東日本大震災後、復興、防災、減災に向けた政府の取組として、こ

れまで整備した地質情報を活用し、関係機関とともに高度な地震・津波予測

の研究を実施するとともに、放射能測定器及び放射線測定器等を使用して正

しく測定するための校正情報の提供、問合せの対応に取り組んでいる。 
 

図 3．経済産業省における知的基盤整備の政策的位置付け 
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（２）国の重要な施策等における知的基盤の位置付け 

 
①経済産業省 研究開発小委員会報告書 

平成 24 年 4 月 11 日に公表した経済産業省「研究開発小委員会報告書 ～

危機を乗り越えるための研究開発の方向性～」において、多様な利用者ニー

ズに応えるための知的基盤を整備し、わかりやすく使いやすい提供の仕組み

を構築し、イノベーションの推進に貢献すべきとして、知的基盤の整備・活

用をイノベーション創出基盤と位置付けている。 
 
②経済産業省 経済社会ビジョン 

平成 24 年 6 月 15 日に公表した経済産業省「経済社会ビジョン 「成熟」

と「多様性」を力に ～価格競争から価値創造経済～」の企業戦略の転換に

おいて、①新産業・新事業創出のためのイノベーションの加速を行う基盤と

しての知的基盤の質的向上、②IT 利活用の促進として、公共データ開放・

利活用につなげる知的基盤整備・活用の検討が求められている。 
 
③日本再生戦略（国家戦略会議） 

平成 24 年 7 月 31 日に閣議決定された「日本再生戦略」の工程表におい

て、府省連携・産学官一体によるイノベーション創出に向けた研究開発体制

強化の施策として、知的基盤整備の戦略策定、知的基盤の利用促進への仕組

みの構築が新たに追加された。 
 

④新たな情報通信技術戦略（以下、「IT 戦略」という。）（高度情報通信ネット

ワーク社会推進戦略本部（以下、「IT 戦略本部」という。）） 
平成 24 年 7 月 4 日に改訂された「IT 戦略工程表」において、経済産業省

が公共データの活用促進に向けた具体的な取組として、知的基盤データ等か

らの提供方法改善、活用促進を図ることが新たに追加された。本工程表は、

知的基盤整備・利用に係る施策の PDCA サイクルを確実に回すべく、進捗・

検討状況がフォロー・評価されることとなっている。 
また、同時に決定された「電子行政オープンデータ戦略」において、地質

情報等公共データの 2 次利用の推進が示された。 
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（３）法制度等における知的基盤整備の位置付けと運用 
 
① 研究開発基盤、産業技術基盤として、知的基盤が関係法令で定義されると

ともに、各省庁の個別法において、計量標準等知的基盤の整備及び利用が規

定されている。 
 
② 社会資本整備と同様、国が整備すべき知的基盤は、ユーザーのニーズに応

じて、柔軟かつ持続可能な形に、常に整備・維持・更新することが求められ

る。そのため、法制度上、知的基盤整備を明確に位置付けた上で、整備及び

利用促進に係る堅牢な仕組み作りを行い、必要な関連施策を講ずることが重

要である。 
 

表 1．主な知的基盤整備における法令等の位置付け 
 

        
知的基盤 

知 的 整 備 分 野 
計量標準 微生物 

遺伝資源 

地質情報 情報化 

科学技術基本法 － － ○ － ○ 
科学技術基本計画 ○ ○ ○ ○ ○ 
研究開発力強化法 ○ ○ ○ ○ ○ 
産業技術力強化法 － － ○ － ○ 
中小ものづくり基盤法 2 ○  ○ ○ － － 
工業標準化法 － ○ ○ ○ ○ 
計量法 － ○ － － － 
特許法施行規則 － － ○ － － 
カルタヘナ法 3 －  － ○ － － 
感染症予防法 － － ○ － － 
植物防疫法 － － ○ － － 
電波法 － ○ － － － 
気象業務法 － ○ － － － 

 

 

 

                                                   
2 特定ものづくり基盤技術高度化指針に、知的基盤の利用を規定している。 
3 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」 
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４．欧米各国における知的基盤整備の政策的位置付け 

各国とも、新規産業、新規事業の創出や雇用の確保、国際競争力の向上のた

めのイノベーション促進を図るため、国家戦略上、知的基盤整備を明確に位置

付け、リソースの確保・充実を含めた戦略、方針、計画を策定し、関係機関が

一丸となった整備を推進している。 

 

（１）米国標準技術研究所（NIST：National Institute of Standards and Technology） 

① 米国競争力イニシアティブ、米国競争力法に基づき、NIST は、イノベー

ションを促進する計測技術や計量標準の整備を行っている。米国計量システ

ム（USMS）の分析により、国家的課題の抽出、計測イノベーションプログ

ラム、研究開発パートナーシップ等を検討し、NIST における 723 の技術課

題をまとめている。 
3 か年計画（2010～2012 年）では、優先課題として、国家的課題への対

応、パートナーシップによるイノベーション加速を設定し、重点整備分野は、

エネルギー、環境、医療、情報技術、製造、インフラとしている。 
 
② 2012 年 1 月、米国政府は、製造事業者支援のための新たな政策として、

連邦政府が保有する情報のうち、製造事業者に役立つものを情報プラットフ

ォームとして、構築する方針を打ち出している。 
 

（２）英国ビジネス・イノベーション・技能省 国立計量庁 

（NMO：National Measurement Office） 

① 英国計量計測システムの政策ミッションは、イノベーションの創出、貿易

促進、公正な競争と消費者保護、健康・環境の保護に資する計測インフラの

整備・提供である。 
計量計測プログラムでは、知識基盤（ナレッジベース）、イノベーション

研究開発、基礎計量、分野横断的計量、規制的計量の５つの業務項目に取り

組んでいる。 
 

② 国家計量システム戦略（NMS：National Measurement System, 2011～
2015 年）は、国家計量制度の中核機関として、NMO が国のリーダーシッ

プをとり、計量インフラのパートナーシップを推進し、国家的重要課題（成

長、エネルギー、持続可能性、健康、デジタル経済、セキュリティ）の解決

に取り組む方針を示している。 
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③ 当該戦略の策定プロセスにおいて、ユーザーニーズの抽出、インパクト評

価等 2 年間を要した。特に、ドラフト策定時のコンサルテーション・プロセ

スによる意見募集、調整を重点的に実施している。 
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５．新たな知的基盤の整備・利用促進の方向性 
 

５－１ 多様なユーザーニーズの分析・活用 

使われてこその知的基盤であり、そのため、わかりやすく使いやすい知的基

盤の整備、利用促進に係る新たな具体的方策を検討する上で、ユーザーニーズ

の把握・分析、ユーザーとの積極的な意見交換等は重要である。 
 

（１）知的基盤利用の現状 

別冊資料『知的基盤の活用事例集』に示すとおり、知的基盤は、様々な分野、

用途で利用されている。例えば、事業者は、業種別、事業部門別、中堅・中小

企業、海外進出した企業と実に幅広く、知的基盤の利用目的も多種多様で、知

的基盤の整備・利用に対する要求も多岐に渡っている。 
また、中堅・中小企業の多くは、知的基盤を知らない、これまで利用したこ

とがないことから、知的基盤の PR、普及・啓発が不十分であったと考えられ

る。 
表 2．多種多様な知的基盤の利用例 

 計量標準 微生物遺伝資源 地質情報 

 
企 業 

業種 ○製造業全般、サー

ビス業 
○医薬品、食品等 ○地質コンサル 

部門（研究・開発・設計・製造） ○ナノテク計測 ○創薬研究、品質管

理、遺伝子組換え 
○工場立地 

部門（販売・廃棄・リサイクル） ○校正 － ○不動産評価 
中堅・中小企業対応 ○部品受入検査 ○発酵、食品 ○工場立地 
アジア現地法人対応 ○分析依頼 － － 

研究機関 大学 ○先端計測研究 ○学術研究 ○学術情報 
公的研究機関 ○材料開発分析 ○検査 ○地震予知研究 

政府機関 

自治体 

各省庁 ○規制対応 ○規制対応 ○ボーリング試験 
自治体 ○保健所検査 ○微生物汚染検出 ○ボーリング試験 
地方公設試験所 ○測定分析依頼 ○特産品開発 ○データ 2 次利用 

国 民 消費者 ○健康診断 ○遺伝子組換え技術 ○活断層情報 
地域住民 ○放射線計測 ○病原性微生物の 

取り扱い 
○減災対応 

海外ユーザー ○相互認証 ○生物多様性条約 － 

その他 
事業の機会獲得 ○検査サービス ○微生物分譲 ○情報提供の改善 
総合的な基盤整備（※） ○国際標準提案 ○研究開発支援 ○地形・地質・地盤 
公共データの 2 次利用 ○新産業創出 － ○新産業創出 

  (※) 計量標準、測定方法、国際標準等規格化、測定装置開発、データベースについて、総合的な整備を行う。 
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（２）知的基盤ヒアリングによるユーザーニーズの整理 

経済産業省は、知的基盤ヒアリング（実施期間：平成 23 年 8 月～平成 24 年

3 月、対象：159 者（社）・315 名）を実施し、ユーザーのニーズを整理した。 
 
  ユーザーの多くは、既に整備・提供され、アクセスしやすいものの中

から、自分たちにとって、有用性及びメリットがあり、また、整備内容

がわかりやすく使いやすいと判断した知的基盤を選択し、利用している。 
一方、新たな知的基盤の整備に対する明確な要望を持っているユーザ

ーは少ない。 
 

  整備側が、直接、エンドユーザーのニーズを把握することは難しい。

例えば、計量標準提供の繋ぎ役である計測機器メーカーや校正事業者等

がエンドユーザーのニーズを引き出し、整備側にフィードバックするこ

とは可能である。 
 

  ユーザーは、タイムリーかつ迅速に知的基盤を利用したい。例えば、

事業活動で新たな規制対応等が必要となった場合、他社との差別化、先

行利益等の確保のため、自ら情報収集・分析を精力的に行うとともに、

公的機関から提供される信頼性が高い情報で確認したいと考えている。 
 

  整備機関には、ユーザーの利便性確保のため、整備体系等全体像を公

表し、整備状況をわかりやすく情報提供してほしいとの要望がある。 
また、新たな知的基盤整備の取組において、利用者の意見を整備方針、

計画に反映するため、整備側と利用者との間で、コンサルテーション・

プロセスを繰り返し実施するとともに、新たな整備方針、計画を幅広く

PR し、普及・啓発を図ることが必要である。 
 

  大手ユーザーは、現在、直面する問題は自ら解決するので、国には、

先の先を読んだ整備を行うことを期待する。国家的に重要基盤となる整

備課題を抽出し、長期継続性を担保した整備を行うことが重要である。 
 

  日本では、海外を含む規制情報は、欧米各国政府のような一元化され

た情報提供サービスが行われていない。そのため、各事業者は、自ら情

報調査を行い、社内向けのデータベースを整備している現状にあり、コ

スト負担が大きい。 
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（３）新たな整備、利用促進に向けたユーザーニーズへの対応 

①基本的考え方 

国の基本情報として、知的基盤は直接利用するほかに、2 次、3 次利用に

展開されることを想定し、より汎用性が高い仕様で整備されるべきである。 
多様なユーザーニーズに直接合う形で個別に整備することは困難である

が、どこまでユーザーへの利便性を図るか、整備の範囲やレベルの設定は、

整備側と利用者側が良好な関係を保ちつつ、十分な調整によって行われるこ

とが望ましい。 
例えば、計量機器の校正における計量標準の活用、地質情報における根拠

データのアーカイブ化、微生物遺伝資源への情報付加等は、ユーザーから強

い要望はあるものの、整備の範囲とレベルが明確に設定できず、これまで十

分に対応してこなかった。 
 
②新たな整備に対するユーザーニーズへの対応 

今後、国の知的基盤の発展のため、整備、利用促進における整備側とユー

ザーとの協働が必要不可欠である。 
整備側の十分なリソースが確保できず、ユーザーの要望に十分応えられて

いない状況が続くこととなれば、知的基盤の発展のために、ユーザー側から

も改善につながるコンテンツの提供や新たな利用の情報発信が期待される。 
例えば、地質情報の充実・強化において、自治体等の持つボーリング調査

の結果を活用することで、産総研は、より高度な地質情報の提供を行い、自

治体等にフィードバッグし、防災計画等に反映できる。 
 
③利用促進に対するユーザーニーズへの対応 

ユーザーは、Web 環境のワンストップ・サービス、ビッグデータ時代に

おける信頼性が高い情報の提供を求めている。 
Web 環境の検索エンジン、ツールの開発・提供により、ユーザーの利便

性が著しく向上する一方、デジタル化を含め、整備側の IT 化への対応が追

いついていない現状にある。IT 戦略における公共データ開放の 2 次利用の

方針を踏まえ、早急な IT 整備が求められる。 
また、各整備機関から個別に知的基盤の情報提供が行われているため、ユ

ーザーに対するアクセスの利便性が整備されていない状況にある。したがっ

て、他の分野において、ユーザーニーズを踏まえた知的基盤の利用促進の検

討が必要であり、検索ポータルサイトや分散統合管理データベース等の整

備・運用が求められる。 
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５－２ 整備の重点化（選択と集中） 

（１）整備の重点化に係る基本的考え方 

① 国家戦略や経済産業省における政策・施策等を踏まえ、今後、短期、中期

的な視点から、経済産業省が取り組むべき整備分野とし、整備方針、具体的

方策等を検討、実施する。 
・イノベーション・インフラ 
・ものづくり基盤 
・国民生活の安全・安心確保 
・日本法人の海外展開支援を含む国際・アジア対応 
・震災後の復興対応 
 

② 今後、10 年を目途に、長期的視点から、国家的な基盤整備の重要課題を

選定し、長期継続性を担保した運営体制を構築し、整備に取り組むことが重

要である。 
・質量等国際単位系（SI）の基本単位に関する国家計量標準の整備 
・微生物リスク評価に関する情報基盤整備 
・重点地域における 5 万分の 1 の地質図幅整備 

 

（２）短期、中期に取り組むべき整備の重点項目 

①イノベーション・インフラの整備 
グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーション等を支える知的基盤

の整備によって、効果的、効率的な研究開発を促進し、新規産業創出等を支

援する。経済産業省が推進する省庁連携、産学官一体によるイノベーション

創出に向けた未来開拓型研究開発等の支援を検討する。 
また、オープンガバメントの戦略的な推進として、知的基盤等公共データ

開放の 2 次利用に向けた整備を行い、新規事業創出、ベンチャー支援を行う。

   
②ものづくり基盤技術の充実・強化のための支援 

日本の技術力の源である「ものづくり」は、国の強みであり、中堅・中小

企業がその中核を担っている。現在、分散・散逸している知的基盤を集約化

又は分散統合管理し、ものづくり基盤の技術情報を提供することにより、中

堅・中小企業を始めとする事業者活動の支援を行う。   
 



 

14 
 

③国民生活等の安全・安心の確保 
製品安全、化学物質管理、微生物利用、環境保全、食品安全等のリスク評

価・管理等国民生活に身近な社会的リスクの低減に資する知的基盤整備を行

う。 
   また、サイバーテロ等に対する情報セキュリティの確保、大規模災害に

対する防災・減災対策、地下水・土壌管理対策等日本全体のリスク管理を

支える知的基盤整備への対応も重要である。 
 
④日本法人の海外展開支援を含む国際・アジア対応 

現地の事業活動の支援として、相手国のソフトインフラ整備を図ることに

より、相手国と日本法人と win-win の状態を目指しつつ、国情を踏まえて

各国別、整備分野別に現地の事業環境整備が推進される。   
    

⑤東日本大震災後の復興対応 
被災地域における社会経済の再生及び生活の再建のため、国が一丸となっ

て、復旧・復興に取り組まなければならない。国民生活及び社会経済活動の

基盤である知的基盤についても、現場の要請に応え、迅速に整備、提供する

ことが重要である。 
これまで防災・減災に向けた地震等予測調査、放射線・放射能測定機器の

校正に関する情報提供、問合せ等に取り組んできたが、引き続き、喫緊の課

題解決に加え、長期的課題も検討、対応することが必要である。 
 

（３）長期に取り組むべき整備の重点項目 

長期的継続が担保できる運営体制を構築し、分野ごとに整備を実施する。 
 
① SI の基本単位に関する国家計量標準の整備に取り組む。 

 
② 化学物質管理では、リスク評価の手法開発及び評価情報基盤の整備に 10
年以上を要したことから、微生物リスク評価に関する情報基盤整備は、早急

に着手し、国が先行して取り組む。 
 
③ 5 万分の 1 地質図幅一枚に、4～6 年程度の期間を要し、完全整備に数十

年以上の長期間を要することから、社会のニーズを反映させて重点化しつつ

5 万分の 1 地質図の整備に取り組み、全国スケールの整備を目指す。 
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５－３ 整備実施の考え方 

社会資本整備と同様、知的基盤整備は、国の重要な責務であり、柔軟かつ持

続可能な仕組み作り、適切な施策を講じるための骨太の国家戦略の策定が必要

である。 
また、整備の実施に際し、国民生活や社会経済活動におけるアウトカムを意

識した PDCA サイクルを稼働し、効果分析による知的基盤整備・利用促進プ

ログラムの見直し等を行い、効果的な整備の実施を図ることが重要である。 
 

（１）知的基盤整備の戦略的な推進 

「時代の要請に応じた弾力的かつ迅速な対応」と、「時代に流されることの

ない普遍的な対応」の両輪で、整備を戦略的に推進することが重要である。 
整備の優先順位、リソースの最適な配分等総合調整を図った上で、整備を実

施する。 
 
①時代の要請に応じた弾力的かつ迅速な対応 

国家戦略、経済産業省の政策・施策を実現する活動基盤として、知的基盤

整備の取組を位置付け、整備を実施することが重要である。 
例えば、イノベーション・インフラである知的基盤は研究開発要素が高く、

スピードが求められることから、産総研と大学等との共同研究、研究プロジ

ェクトの分担研究による迅速な整備を行う場合もある。また、規制対応は、

時代の要請そのものであり、国内外の規制に対応する知的基盤を優先的に整

備する。 
また、東日本大震災の復興、防災、減災を支える知的基盤整備として、引

き続き、知的基盤で何が貢献できるかは、今後 10 年を見据えた検討課題で

ある。 
 

②時代に流されることのない普遍的な対応 
計量標準、地質情報の整備は、国の責務として、いつの時代になっても、

変わることのない普遍的な対応が必要である。これまで整備を行ってきた知

的基盤を維持更新し、整備レベルを確保することも重要である。 
例えば、国際度量衡総会において、質量等新たな SI 単位の定義を設定す

るため、その根拠となる計量標準の研究開発を行っている。こうした取組は、

一過性のものではなく、長期間をかけ、地道な作業の連続により、国際的な

基盤整備を行うものである。また、地質情報は、20 万分の 1 地質図幅の完
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成に 53 年を要していることから、5 万分の 1 地質図幅の完成にも相当の年

月を要することが考えられる。このような国土基盤情報についても着実な整

備を進めるものである。 
 

（２）効率的かつ効果的な知的基盤整備 

①機関連携、省庁連携等の強化・充実 

リソースが制限される現状において、機関連携、省庁連携、国際協力等を

図り、いかに効率的かつ効果的な整備に取り組むかが重要となっている。 
例えば、化学物質管理の基盤整備では、厚生労働省、経済産業省及び環境

省の連携の下、NITE が化学物質総合情報提供データベースを整備・運用し

ている。 
また、バイオテクノロジーを含めたライフサイエンス関連では、文部科学

省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の連携の下、産学官が一体とな

り、独立行政法人科学技術振興機構（以下「JST」という。）が研究情報、

技術情報等の分散管理統合データベース整備（バイオサイエンスデータベー

スセンター、以下「NBDC」という。）に取り組んでいる。 
 

②総合的な整備の推進 
知的基盤の総合的な整備は、複数の知的基盤の融合化により、規制・基準、

知的財産等技術基盤とシナジー効果を創出し、産業界の国際競争力強化等効

果的に支援する取組である。 
例えば、半導体薄膜に関する知的基盤整備は、これまでの 10 年間、熱物

性分析用標準物質の整備、分析手法の確立及び国際標準の提案、熱物性分析

測定装置の開発・上市、特許取得、熱物性データベースの整備等について、

産総研が中心となり、産学官連携の下、総合的な整備を行っている。 
  
 

５－４ わかりやすく使いやすい知的基盤の利用促進 

（１）利用促進の考え方 

① 知的基盤のユーザーは、国民、事業者、自治体及び政府機関等、国際的協

力・要請等多岐に渡る。ユーザーの質と要求に応じた的確なレベルに修正し

た知的基盤を提供するなど、利用促進に際し、ユーザーの利便性に配慮した

取組の検討が重要である。 
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② 各整備分野に即した利用促進方策を検討する。 
例えば、これまで地質情報分野は、研究者やコンサルタント等専門家が利

用することを想定した整備に取り組んできたが、東日本大震災後、国民の防

災、減災への関心の高まりを踏まえ、地質情報等については平易でわかりや

すい情報提供が求められている。 
 

（２）ユーザーにとって、わかりやすい知的基盤 

① 知的基盤は社会的認知度が低いことから、計量標準、微生物遺伝資源、地

質情報、情報技術等各整備分野別に認知度を高めるなど、まずは知ってもら

う取組を開始することが重要である。 
  例えば、集中的な PR 及び普及啓発のチャネル作りや Web 公開等積極的

に展開し、出現頻度を格段に向上させるなど、ユーザーの注目、関心を引く

仕組みを講じる。 
 
② 知的基盤を使ってもらうため、ユーザーがその利用を検討する動機付けと

なる材料の提供が必要である。 
  わかりやすい内容で、知的基盤の利用を紹介する「知的基盤の活用事例集」

を作成、公表するとともに、関係機関に配布する。知的基盤の利用によって、

ユーザーにどのようなメリット、効果があるか、活用事例集を通して、国民

生活や事業活動の中で果たしている重要な役割、機能等を提示するなど、ユ

ーザーの関心を引くことが重要である。  
 
③ ユーザーニーズを踏まえたコンテンツが充実し、平易な表現で記載された

知的基盤が提供されることが重要である。 
  これまで知的基盤は、専門家や一部のユーザー向けの専門的、技術的内容

が多く、加えて、それらの利用方法や取扱いについても、積極的な情報提供

をしてこなかった。今後は、ユーザーが理解しやすい利用ガイド等の策定に

取り組む。 
 

（３）ユーザーにとって、使いやすい知的基盤 

利用者のアクセシビリティ、ユーザビリティの確保が求められる。 
 

① ユーザーが、知りたい情報、使いたいデータ等について、ワンストップ・

サービスで Web 上の情報提供にアクセスできる環境を整備する。 
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また、それらの情報・データの利用において、機械判読可能な形で、2 次

利用できる配慮も必要である。 
  
 ② ユーザーが実際に知的基盤を使う上で、利用ガイドの策定・提供等ユー

ザーの利便性を確保する。また、整備レベルに応じて、整備側とユーザー

をつなぐ人材の確保も必要となる。 
   例えば、計量器の校正において、一部の民間企業では、ユーザーニーズ

に応じて、校正事業に加え、計量器の性能保証に取り組んでいる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 各分野の整備の重点化 
及び具体的方策 

 
１．計量標準分野 
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 Ⅰ．計量標準整備に関する現状認識  

 

１．これまでの取組 

（１）計量標準整備の歴史的経緯 

① 計量標準は「ものを測る基準=ものさし」である。古来より文明の構築

に不可欠な基盤であり、例えば、紀元前3000年の古代エジプトでは、肘の

長さを基準（キュービット）とし、ピラミッド等高度な建築技術に利用し

ていた。 

 
② 近代的な計量標準の取組は、18世紀末、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目的として、フランスがメートル法の確立

に取り組んだことに始まる。フランス革命の最中、二人の天文学者は、6
年の歳月をかけて測量した距離を基に計算した地球の大きさから、長さ

1mの計量標準を設定した。 
パリ万国博覧会を契機に、メートル法の優位性は次第に認識されていき、

1875年、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。 
 

③ 一方、当時日本国政府は、近代国家の建設に必要な科学、技術の導入と

工場建設や土地の測量のため、計量標準を必要としていた。国家の重要な

基盤整備として、世界的に統一された計量標準を採用するため、1885年に

メートル条約加盟を決定し、1886年に条約加盟の勅令を公布した。 
1891年には現在の計量法につながる「度量衡法」を制定したが、当時は、

まだメートル法に反対する意見も多く、当面、尺貫法を基本としメートル

法との関係を明確にする形で国内単位を統一した。 
 

図4．国際計量標準 
 
        【メートル原器】      【キログラム原器】 
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（２）計量標準整備の国際的な拡がり 

① 1980年当時、SIへの統一は、時代の要請であった。経済のグローバル化

の進展の中で、国際市場における円滑な貿易の促進、製品やサービスの試

験・評価結果を相互に信頼する国際的な枠組みの整備及びその適切な運用

は、国際単位という共通ルールに支えられてきた。 
 

図5．計量標準整備の国際的枠組み －メートル条約－ 

◆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。

メートル条約加盟国：56カ国（2012年5月末現在）

出典：http://www.intermet.jp/metric/

メートル条約

国際度量衡総会（CGPM）
全加盟国代表で構成され、約４年ごとにパリ郊外で開催

国際度量衡委員会（CIPM）
国籍を異にする18名で構成、毎年１回パリ郊外で開催

理事機関

国際度量衡局（BIPM）

・事務局業務
・研究業務
・原器の管理
・国際誌の編纂

電気・磁気諮問委員会（CCEM）

測光・放射測定諮問委員会（CCPR）

測温諮問委員会（CCT）

長さ諮問委員会（CCL）

時間・周波数諮問委員会（CCTF）

放射線諮問委員会（CCRI）

単位諮問委員会（CCU）

質量関連量諮問委員会（CCM）

物質量諮問委員会（CCQM）

音響・超音波・振動諮問委員会
（CCAUV）

※各専門別に主として関係国家計量標準機
関の専門家で構成され、会合は不定期

メートル条約とは

メートル条約の組織

 
 

② 1999年、各国の国家計量標準機関は、各国間で計量標準の同等性を相互

承認する協定（Mutual Recognition Arrangement: CIPM MRA）を締結

した。本協定に基づき、各国の国家計量標準機関は、互いに他国の国家計

量標準を評価し、認め合う仕組みを構築し、国際的な計量標準のレベルの

維持・向上のための活動を推進している。 
 

③ 各国の計量機関の継続的な努力の結果、56か国が加盟するメートル条約

締結、87の国・国際機関から構成する相互承認協定等により、国際的なネ

ットワークが形成され、SIの普及とともに、国家計量標準機関が参画する



21 
 

枠組みにより、国境を越えた計測の信頼性の可視化が実現された。 
 

図6．計量標準整備の国際的枠組み －国際相互承認－ 

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

*実際にはILAC MRAの枠組みによる  
 

④ 2011年10月、第24回国際度量衡総会（CGPM）は、SI基本単位の新た

な定義に関する方向性を示した。具体的には、kg（キログラム）、A（ア

ンペア）、K（ケルビン）、mol（モル）などSI基本単位について、普遍

的かつ不変な基礎物理定数による再定義が行われる見込みである。 
産総研は、米NIST、独PTB4

 

などとともに、これまで国際的な計量標準

の確立に主導的な役割を果たしてきた。SI基本単位の定義に基づく計量標

準の研究開発では、アジア各国の意見を踏まえつつ欧米各国機関と協働し、

国際的な計量標準の統一に向けた積極的な取組を行っている。 

（３）日本における計量標準整備 

① 日本の計量計測システムは、計量法に基づく計量制度運用の一つである。 
平成4年、経済産業省は、SIへの国内単位統一や計量標準の供給体制整

備等を図るため、計量法を改正した（翌年施行）。主要な改正内容は、国

家計量標準の指定、JCSS制度の確立である。 
                                            
4 独 PTB：ドイツ物理工学研究所 

【目的】 
 NMI の国家測定標準の同等性確立 
 NMI の校正・測定証明書の相互承認 
 政府等に国際貿易、商取引、規制事

項に関する広範な合意のための技術

基盤の提供 
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こうした国内の標準供給体制の整備により、国家計量標準を基準とした

校正サービス制度が開始された。国の計量標準までつながる道筋（トレー

サビリティ）を第三者に示すことによって、事業者が試験・評価する計測

値には、公的な信頼性が確保されることとなった。 
 

② 日本の計量計測システムの体制は、経済産業省が計量行政の要となり、

計量法に基づき、産総研が国家計量標準を整備・供給し、NITEが登録校

正事業者の審査を実施している。 
日本の国家計量標準機関は、もともと通商産業省工業技術院に属する計

量研究所等の3つの研究所であり、物理、電気、化学に分かれて国家計量

標準の整備を行ってきた。平成13年の産総研の発足を契機として、産総研

NMIJに統合され、現在、我が国の計量標準整備を一体的に担う体制が構

築され、効率的かつ効果的な業務が実施されている。 
 

③ 現在、日本の計量標準は、欧米各国に比肩するレベルまで整備されてい

る。 
平成13年、国家計量標準の整備を重要な基盤整備と位置付け、経済産業

省の知的基盤整備計画に沿った計量標準整備計画（目標年度：2010年度）

を策定し、計量標準の整備に取り組んできた結果、国際相互承認に必要な

基本となる計量標準は欧米と遜色ないレベルに到達した。 
 

（４）東日本大震災後における計量標準整備 

平成23年3月の東日本大震災に伴う原子力発電所の事故以降、放射能・放

射線に関する計測機器、計測方法、計測値等の信頼性について、国民の関心

が非常に高まっている。 
放射能や放射線の測定の正確性を確保するには、測定器の正確性と測定方

法の適切性の双方を確保していくことが必要である。測定器の正確性につい

ては、計量法に基づく校正制度の周知・活用が重要である。 
 
経済産業省ホームページでは、放射能測定器及び放射線測定器等の校正に

関する情報を提供している。校正の重要性、校正事業者をリンク先に加える

など、利用者の利便性を図り、自治体等からの問い合わせ等に対応している。 
また、震災直後にあっては、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（登録校正事業者が保有）の校正期間延長等の措置を講じ

た。 
産総研NMIJは、特定二次標準器の校正期間の延長措置に係る技術的対応

を行うとともに、関係部署と連携して、空間線量や放射能汚染の計測などに

関する問い合わせや技術相談、技術支援等に取り組んできた。 
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：標準供給の流れ

企業標準（参照標準、実用標準）

国家計量標準機関

校正機関

校正事業者（計測器メーカー、試薬メーカー等）

規制当局、病院、製造工場、発電所、検査機関、自治体等
（計測分析機器）

２．知的基盤の整備状況 

２－１ 計量標準の整備体系 

（１）整備の全体像 

現在、整備対象となっている国家計量標準、標準物質は、以下のような

種類がある。 

 

表 3．整備対象となっている国家計量標準及び標準物質 

計量標準の種類 

長さ、幾何学量、時間、質量、力、トルク、重力加速度、圧

力、真空、流量、体積、密度、粘度、音響、超音波、振動加

速度、衝撃加速度、音速、温度、湿度、固体物性、硬さ、衝

撃値、粒子・粉体特性、測光量・放射量、放射線、放射能、

中性子、電気（直流・低周波）、電気（高周波）等   

標準物質の種類 
標準ガス、無機標準液、有機標準液、pH 標準液、有機化合

物、無機化合物、環境・食品・臨床検査関係標準物質 等 

 

また、日本における計量標準の整備、維持及び供給は、以下のような流

れで行われている。 
 

図 7．計量標準の整備・維持・供給の全体像 
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（２）計量法に基づくトレーサビリティ体系の確保 

①計量法に基づくトレーサビリティの確保 
国家計量標準を頂点とする階層構造により、国家計量標準へのトレーサ

ビリティが確保されることによって、計測を実施する事業者、化学分析を

実施する自治体等は、信頼性のある計測値、分析値を利用できる。 
・特定標準器等（国家計量標準）は、産総研 NMIJ、指定校正機関等が

保有している。 
・特定標準器等により校正を受けた特定二次標準器等を校正機関、公設

試験研究機関、産業界（計測器メーカー、試薬メーカー等）、学会、

規制当局等が保有している。 
・企業等最終ユーザーは、特定二次標準器等により、自社で保有する参

照標準器の校正を受け、現場計測器の校正を行う。 
 
②校正ニーズへの対応 

製造事業者における校正ニーズは広がっている。 
事業者は、製品の性能向上、生産活動の効率化を図るため、これまで

の工程管理、検査に加え、製品の開発・設計段階における計測機器及び

計測データの信頼性向上を求めている。 

また、ものづくり基盤の要求事項の一つとして、製品・部品の「不確

かさ」に係る技術情報も重要となっている。 

一方、国際的な商取引、証明では、国家計量標準とトレーサブルな計

量標準に基づき試験や校正が行われていることを証明する行為が、航空

機、自動車等の業界で、ISO9001 に基づき取引先等から要求されている。 
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２－２ 計量標準の整備状況 

（１）計量標準整備計画の策定 

平成 13 年、経済産業省は、平成 22 年度（2010 年度）までに、計量標

準 250種類程度、標準物質 250種類程度の整備を行う数値目標を示した「計

量標準整備計画」を公表した。経済社会の高度化、多様化する社会的要請

等への対応、事業環境と技術力に係る国際競争力確保のため、海外に頼ら

ない計量標準供給体制の確立が重要であることから、本計画は策定された

ものである。 

その後、国内産業界の意見・要望や社会的ニーズを踏まえ、産総研中期

目標・計画において、本計画の見直しが行われている。 

 

（２）計量標準の整備実績 

整備計画に基づき、目標値を上回る計量標準 303 種類、標準物質 313 種

類の整備が行われ、欧米並みの計量標準供給サービスの提供が可能となっ

た。 
 

図 8．計量標準・標準物質の整備実績 
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（３）校正事業の現状 

計量法に基づく計量トレーサビリティの確保は、国家計量標準と下位の

実用標準との間をつなぐ登録校正事業者が担っている。登録校正事業者と

なることを希望する者は NITE 認定センターの登録審査を受ける制度とな

っている。 
登録事業所数は、平成 13 年度の 88 事業所から平成 22 年度には 236 事

業所と 10 年で約 3 倍に増えている。これは、国家計量標準の種類の拡大

に伴い認定対象となる校正事業が増加したことなどによると考えられる。

また、校正証明書の発行件数は、平成 22 年度時点で年間約 44 万件に達し

ており、計量標準・標準物質ともに増加傾向にある。標準物質は、小分け

された瓶やアンプル毎に校正証明書を添付して供給されるため、校正証明

書の発行件数が多く、年間約 44 万件のうち約 8 割の約 35 万件を標準物質

が占めている。 
 

図9．JCSS校正事業実績 
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３．計量標準整備の活用事例 

（１）医療分野（超音波標準） 

人の耳に聞こえない高い周波数を持つ超音波は、医療分野で診断や治療

に利用されている。しかし、超音波の音圧、パワーは、適切に制御されな

いと人体組織を損傷する場合があるので、超音波音圧や超音波パワーの正

確な計測と制御が必要になる。こうした計測や制御に必要な標準として超

音波音圧標準、超音波パワー標準等が整備され、診断や治療装置の校正に

利用されている。 

 

図 10．超音波標準の整備事例 

（１）超音波音圧標準（ハイドロホン感度校正）
高音圧で発生するキャビテーション*による生体組織損傷

を避ける一方、治療に有効利用するために、超音波音圧の
正確な計測・制御が必要。

（２）超音波パワー(振動子出力校正）
超音波パワーによる生体内の不要な温度上昇を避けるこ

とが重要。一方、温度上昇を積極的に利用する治療法も実
用化されている。

（３）超音波音場パラメタ
音響強度、ピーク負音圧等の正確な測定は、超音波照射

による生体組織の損傷を避けるために重要。

医療用超音波機器は、安全性に関わる規制や、計測
法を定めた国際規格に基づいて製造、使用される。
安全で信頼性の高い診断を実現するため、国家計量
標準に基づいた機器の校正が不可欠。

医療用超音波機器の「効果」と「安全性」の評価に貢献

*液体の流れの中で圧力差により短時間に泡の発生と消滅が起きる物理現象  
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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

○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
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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

（２）化学物質の新しい定量法（標準物質） 

水素原子核の量が既知の物質を基準とすることで分子構造が異なる物質

でも水素原子核数の比較だけで定量ができる方法（定量 NMR 法）が整備

された。本技術によって、1 つの基準物質から多種類の化合物に値付けを

することが可能となり、急速に変化する市場ニーズにタイムリーに対応で

きるようになった。本技術を活用するためのインフラ（分析法、標準物質）

が同時に整備されたことによって効果的に導入が進められた。例えば、食

品衛生法による規制対象物質であるフルジオキソニル（防かび剤）標準品

の定量方法として本法が食品添加物公定書に収載された（平成 22 年 8 月

31 日）。 

 

図 11．定量 NMR 法による標準物質の整備事例 
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（３）イノベーション支援（ナノスケール標準） 

半導体は、デバイスの高集積化の進展に伴い、要求される寸法も更に微

細化しており、こうした微小な構造体の寸法を正確に計測・制御すること

が必要になっている。産業界のニーズを踏まえ、25 ナノメートル 5

 

 刻み

の微細な目盛りが刻まれたミクロの物差し（計量標準）が研究開発され、

半導体産業の国際競争力維持・強化に貢献している。 

図 12．ナノスケール標準の整備事例 

微細なものさしで高品質なものづくりを支援

 SI単位にトレーサブルなナノ標準が実現することにより、ナノレベルもの

づくり産業に革新。半導体を含め少なくとも国内数兆円、海外数十兆円
規模の市場に貢献、国際競争力確保

 超高密度半導体の製造工程・検査において寸法測定の基準となるもの

 小さく高密度な電子部品の測定が可能となり、安定して高品質な製品
製造ができるようになる

50 
nm

一次元ピッチ

段差

二次元ピッチ

レーザ干渉計搭載型原
子間力顕微鏡（AFM）

深紫外レーザ回折式
ピッチ校正装置

ナノスケール標準ナノスケールに正確な値を付ける校正装置

 

 

 

 

 

 

                                            
5 1 ナノメートル＝100 万分の 1 ミリメートル＝10 億分の１メートル 
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４．計量標準整備に関するユーザーニーズ 

（１）ユーザーニーズの現状認識 

計量標準のユーザーは、以下のように多岐にわたる。 
 

①一次ユーザー 

一次ユーザーは、校正の対象となる計測器や試薬の製造事業者である。 

計測器等を取り扱うため、校正や JCSS 等の制度について十分な知識

を有すると考えられる。 

 

②二次ユーザー 

二次ユーザーは、計測器等を利用して部品や機械等の生産財を製造す

る事業者である。 

製品の品質管理や性能評価のために測定器の校正を行うことが一般的

であり、さらに取引において三次ユーザーから証明（校正証明書）を求

められるケースも増加している。しかし、現状は社内に校正の部署を持

たず、校正そのものに対する理解も十分ではない事業者も少なくないと

考えられる。 

 

図 13．計量標準の整備・供給・利用の関係者一覧 

経産省／産総研

計量計測システム

NITE

JQA

RMinfo
登録事業者

整備・供給

中間サービス提供

一次ユーザー

校正事業者

輸入商社

計量計測機器
製造業者

機器リース
事業者

計量計測
試験分析
事業者

海外機関

地方公設試

自治体

公的
研究機関

現地法人

消費者

中堅・中小
事業者 大学

政府機関製造事業者

■産総研： （独）産業技術総合研究所計量標準総合センター(NMIJ)

■NITE： （独）製品評価技術基盤機構認定センター(IA Japan)

■ JQA：日本品質保証機構

■CERI：化学物質評価研究機構 ■RMinfo：標準物質総合データベース

CERI

試薬事業者

JEMIC

■ JEMIC：日本電気計器検定所（日電検）

現在、我が国の計量計測システム（制度）の司令塔が不明確

NICT

■NICT：（独）情報通信研究機構

二次ユーザー 三次ユーザー
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③三次ユーザー（最終ユーザー） 

三次ユーザーは、これらの生産財を購入して消費財を製造する事業者

である。 

最終製品を規格、基準に適合させ、十分な品質の製品を消費者に提供

する責任を負う。このため、自ら使用する計測器について校正を確実に

し、同時に二次ユーザーに対しても校正を含めた要求事項を求めること

になり、これが二次ユーザーの校正ニーズに大きく影響する。 

 

④各ユーザー層に適した校正サービスの必要性 

ユーザーの各層において計測器の校正が不可欠であるが、前述のように

校正に関して十分な知識を持たないユーザーも多い。校正証明書の利用は、

計測の専門家でないユーザーや消費者にとって計測の信頼性を担保し、最

終的には製品の信頼性や安全・安心の見える化につなげる有力な手段とな

る。 

 

（２）計量標準の整備、利用促進に係る新たなユーザーニーズ 

■知的基盤ヒアリング結果 

知的基盤ヒアリング等のユーザーの要望を整理すると、以下のとおりであ

る。 

 

①整備方針 

・SI 単位に近い分野は、国がしっかり国家計量標準の整備に対応してほ

しい。 

・計量トレーサビリティの下位にある実用的な標準等について、範囲や

質の向上に取り組んでいく必要がある。 

 

②計量トレーサビリティの普及 

・今まで普及施策に熱心でなかった。 

・校正をビジネスにするのは難しい。JCSS の維持管理は大変で、料金

が高い。 

・大手企業は校正を知っているが、JCSS が必要ないと判断する場合も

ある。一方、中堅・中小企業はそもそも JCSS を知らないのが実態。 

 
③組織、体制、役割分担 

・現在、ユーザーニーズを吸い上げる仕組みがなく、需要への対応とい

うより、整備できる標準を優先。 
・産総研 NMIJ は重点部分の供給を担うべき。企業が、それ以外の部分
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に拡張できるような仕組みがあるとよい。 
・整備対象を戦略的に選択し、プロジェクト化するなど、人や予算が変

わっても恒常的に動いていく仕組みが望まれる。 
 

④国際展開 
・計量標準整備と併せ、国も一体となって製品を売り込む取組を進めて

いくべき。 
・機器開発とともに、標準・規格、リソースの確保、データベース等の

付加価値も付けて展開していくことが大切。 
 

■新たなユーザーニーズへの対応 
現状認識、知的基盤ヒアリング等を踏まえ、整理した新たなユーザーニー

ズについて、短期・中期の整備の重点化（選択と集中）、長期の国家基盤整

備の観点から、新たな知的基盤整備に取り組むことが重要である。 

 

① 計測器の機能の複雑化や規制対象物質の急増等により、計量・計測のニ

ーズが複雑化・多様化している。 

例えば、電気計測機器は基本量の組立てによる値を測定するものが多く、

新しい規格に合わせるため、測定の種類が多様化する。また、標準物質で

は、工業製品中の有害物質や食品中の残留農薬などの規制対象物質の急増、

さらに多成分同時分析や微量分析が可能な分析機器の普及等に伴い、より

利便性の高い混合標準物質や低濃度の標準物質の必要性が高まっている。 

 

②中堅・中小企業への対応 

中堅・中小企業を取り巻く事業環境は変化し、従来の系列企業の強固

な枠組みが緩み、各企業の海外展開も含め、独立した企業行動が求めら

れるように変化している。グループ企業の中で親会社から供給されてき

た標準に頼ることが難しくなってきている。今後は、新分野への事業進

出のため、中堅・中小企業が必要とする校正・不確かさのレベルに応じ

迅速に入手が可能な実用標準の必要性が高まりつつあると考えられる。 

 

③イノベーションへの対応 

ナノテクノロジーなどイノベーションの最先端分野においても世界的

な同等性を確立した計量標準が求められている。 
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米国

欧州

英国

2002~2003 2005~2008 2007~2010 2009~2016

2006 2009

2011~20152005

■ブッシュ大統領の米国競
争力イニシアティブ：

NISTの研究予算を10年で2倍

■オバマ大統領の米国再生・再投資法：

NISTの研究予算は＄992Mに加えて
＄610M
→スマートグリッド、エネルギー効率

NIST合衆国計測システムアセスメント（USMS）：
イノベーション加速のための計測障壁への取り組み

■MERAプロジェクト：

EU内の計量・計測分野の研
究開発体制強化の調査

■iMERAプロジェクト：

EU内のR&D協力体制の
考案とR&Dのロードマッ

プの策定

■iMERAプラスプロジェクト：

3年間の共同研究公募システ
ムの開始

総額64.6Mﾕｰﾛ

■EMRPプロジェクト：

エネルギー、環境、健康
３年間の共同研究（複数年）

総額400Mﾕｰﾛ

EUの認識：計量標準のジレンマ •イノベーション分野への対応（バイオ、ナノテク、医療・食品等）
•既存分野の複雑化への対応（動的計測、省エネ、放射線医療等）

30あまりある欧州のNMI（国家計量標準機関）では単独で対処できない

■NMS戦略レビュー：

プログラムを再編してイノ
ベーションへの貢献を強化

→予算配分を変更

■2011-15NMS戦略：

7項目の国家的課題へ
の対応

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
加
速
す
る
技
術
イ
ン
フ
ラ
の
確
立

■米国競争力法：

NISTの役割をイノベーション創
出と国の競争力強化とした。

•積極的なイノベーションへの支援へ

2007

 Ⅱ．問題点  

１．骨太の国家計量標準戦略・方針の策定 

（１）欧米の取組 

① 米国や英国等の政府は、イノベーション創出の要（イノベーション・

インフラ）として、計量計測の研究や技術の高度化、計量標準の整備等

が国家戦略上、非常に重要であると位置付けている。 

 

② 米 NIST における 3 か年計画(2010～2012 年)は、計測・標準分野にお

ける国家的課題の対応、協業体制の拡大によるイノベーションの加速を

優先課題としている。  
米 NIST は、米国の国家戦略の下、単純な比較はできないが人数など

で比較すると産総研 NMIJ の約 7 倍程度のリソースで、各省庁の要望を

踏まえた計量標準の整備、研究開発を実施する取組を加速している。 

 
③ 英国ビジネス・イノベーション・技能省 国立計量庁は国家計量システ

ム戦略（2011～2015 年）において、計測におけるリーダーシップ、計

測インフラのパートナーシップ・プログラムの創設、国家的課題への対

応等を、政府が講じる措置として公表している。 
 

図 14．欧米における計量計測イノベーション戦略 
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（２）日本の取組 

① 日本では、欧米並みの整備・供給を目指す数値目標を掲げた整備計画

を策定し、産総研 NMIJ が中核機関となり、国家計量標準の整備を推進

してきた。 
しかしながら、欧米各国のような、日本全体の明確な整備戦略がなく、

また、国家計量標準の整備・提供、利用促進方策等を恒常的に議論し、具

体的な実施を促すための仕組みも存在せず、これまで産総研NMIJ等の

個々の整備機関の努力によっていたところが大きい。 
 
② また、競争力法、国家戦略への位置付け等により、欧米の計量標準機

関の整備予算が増額されているのに対し、日本の国家計量標準の整備主

体である産総研 NMIJ は、米 NIST に比べてリソースが限られているな

か、整備予算の削減が続いている。 
 

（３）骨太の国家戦略策定の必要性 

現在、産総研NMIJから国家計量標準の整備計画が示されているものの、

国として明確な国家計量標準戦略を打ち出すには至っておらず、標準の種

類ごとに具体的な整備目標を立てる技術シーズ重視の取組に留まっている。 

国家計量標準整備の政策的位置付け、整備の重点化（選択と集中）、リソ

ースの確保、PR・普及啓発、パートナーシップ等を盛り込んだ骨太の国家

戦略、方針及び具体的方策を早急に策定する必要がある。 

ここで日本の対応が遅れれば、これまでの 10 年と同じように欧米への

キャッチアップに終始し、イノベーション・インフラやものづくり基盤の

整備が立ち遅れ、産業の国際競争力の低下につながる恐れがある。 

 

 

２．わかりやすく使いやすい計量標準の整備 

国家計量標準を整備・供給する産総研 NMIJ や校正事業者の登録審査を

行う NITE 認定センターのホームページ、「計測標準フォーラム」等の集

まりによるセミナーなどの活動を通じて、JCSS 制度、計量トレーサビリ

ティ、不確かさ等の重要性、必要性について情報提供を行い、日本の計量

標準供給制度の普及に努めてきた。 
しかしながら、JCSS 制度が日本全体の校正サービスの中で占める割合

はごく一部であり、ユーザーの中には、そもそも JCSS 制度自体について

知らないという所も少なくない。これまで各方面が努力してきた啓発・PR
活動には、より一層の充実が求められるところである。 
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これまで整備側の論理が先行した計量標準整備であったため、ユーザー

側の声が十分に反映されにくく、整備・供給された計量標準がユーザーに

とって、必ずしも、わかりやすく、使いやすいものになっていないのでは

ないかという懸念がある。 
 

（１）わかりづらく使いにくい校正サービスの現状 

①校正サービスに対する正しい理解の欠如 

製造事業者は、事業活動における品質管理、検査、国内外の取引証明

等において、第三者が提供する校正サービスを選択することができる。

平成 24 年 6 月に公表された標準仕様書 TS Z0033「測定における不確か

さの表現のガイド」に規定する「不確かさ」の普及・啓発により、今後、

製造事業者が自らの製品・部品に対する不確かさのレベルをどのように

設定するかによって、選択する校正サービスが決まる。 
しかし、現在は、中堅・中小企業を始めとした多くの製造事業者には

「不確かさ」の重要性・必要性が浸透していない状況にある。制度に関

する啓発情報の提供はあるものの、利用者のメリットなど、校正の重要

性、必要性が十分理解されていないことが一因である。 
また、様々な産業分野におけるものづくりの中に校正を根付かせてい

くことが必要であり、関係省庁等との連携を図ることも重要である。 
 

②校正サービスの実態 

現在、発電プラントや製剤工場など、校正のために計測器を取り外し

て校正事業者に輸送することは避け、製造工程で使われる状態、すなわ

ち現場において校正することを要求する業種もあるなど、ユーザーが求

める校正サービスの供給形態には、JCSS で行われているもの以外にも

多様なニーズがある。 

 

③校正サービスに対するコンサルテーションの必要性 

多様な校正サービスの選択は、ユーザーの判断によるものであるが、

当面、ユーザーに合った、最適な校正サービスを提供するための問い合

わせ、依頼試験、技術相談等の対応が必要である。例えば、品質管理上

必要とされる校正の不確かさはどの程度になるのかなど、品質管理と校

正の関係、不確かさの重要性などの技術相談を行い、ユーザーに合った

校正を提案していく企業も出てきている。 

ユーザーと整備機関との間でコンサルテーション等の機会を設け、現

状の共通認識や整備課題の共有化等を図ることによって、現状の理解に

とどまることなく、ユーザーの視点に立った、わかりやすく使いやすい

計量標準の整備を目指すことが重要である。 
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（２）正しく理解されていない標準物質利用 

①標準物質に対する正しい理解 

国家標準につながる標準物質や標準品など、様々なレベルの化学標準

がある現状において、利用者は、その違いや選択方法などの理解が十分

ではないと考えられる。 

 

②公的機関による標準物質情報の提供 

標準物質に関するデータベースとして RMinfo が整備されているが、

現状ではカタログ的情報の提供にとどまっている。標準物質の総合デー

タベースとして、技術情報の掲載、化学や医療等関係サイトとのリンク

が求められる。 

 

（３）ユーザーニーズを把握する仕組み作り 

JCSS 制度では、欧米に比肩する国家計量標準の整備が達成され、登録

校正事業者数も年々増加しており、社会インフラとして一定程度の整備は

なされたところである。しかし、前述のとおり、本制度についての理解が

十分でない事業者もあり、標準整備にあたってのユーザーの声の反映も十

分ではなかった。このため、今後、中堅・中小企業を始め、自動車、電子

機器、エネルギー、環境等の様々な分野における最終ユーザーの要望をよ

り適切に収集し、そのニーズを計量標準整備に的確に反映する仕組みを構

築することが求められる。 

これにより、国家計量標準の拡充に向けた多数のユーザーの参画を促し、

適時かつ迅速な国家計量標準整備を促進することが可能となる。 

 

 

３．新たな計量標準の整備・供給への対応  

（１）整備体制の見直し 

① 産総研 NMIJ は、国家計量標準の整備・供給に係るすべての役割への

貢献が求められている。単純な比較はできないものの、日本（産総研

NMIJ）は、例えば米国（NIST）と人数などで比較すると 7 分の 1 程度

の規模であり、リソースの限られた産総研 NMIJ が、ニーズの多様化に

一機関で対応することは困難である。 

また、国家計量標準の整備は、その研究開発と維持に分かれるが、前者

は最先端の研究開発であり一流の研究者が必要となる。一方、後者の維持
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は、当該業務を専任でやり遂げる技術者が担うべき分野となる。国家計量

標準機関には、これらのリソースを適切に確保していくことが求められる。 

さらに、産総研 NMIJ が技術的にカバーできる範囲は無限ではなく、

分野融合的な整備の必要性を考えれば、規制当局、学術関係者、関連業

界、民間研究機関等、多くの関係者による連携が重要性を増している。 

 

② 急速に拡大する社会的要請に応えるため、ニーズの把握、標準整備の

優先順位の決定、整備結果のフィードバック等を含めて、産総研 NMIJ
のみならず、指定校正機関等、NITE 認定センター、登録校正事業者や

計測器メーカー、試薬メーカー等の各セクターが一丸となった戦略的な

取組が必要である。 

 

（２）計量標準の整備・供給 

①校正範囲の拡大 

サービスや製品の性能を評価する計量標準には、拡大、多様化する市

場ニーズに即応できるような標準供給が求められている。例えば、温度

や周波数の計量標準は整備されているものの、校正できる温度範囲や周

波数範囲が限られており、校正範囲を拡大するニーズがある。 

 

②種類の拡充 

種類の拡充（例えば力の分野では、疲労試験のように周期的に変動す

る力の計測や衝突試験のように短時間の力の変化の正確な計測に必要な

計量標準など）、品質の向上（不確かさの低減など）等の多様な対応が必

要となっている。 

また、携帯電話等の電池残量の表示など、様々な製品に計測器が組み

込まれるようになっており、校正の対象は単体の測定器だけではなくな

ってきている。 

 

③規制等への対応 

現在、日本工業規格（JIS）や電波法等の規制に JCSS 制度による校

正が引用されている。この様に、各種規格、基準や試験法に採用されれ

ば、校正及びその基準となる計量標準のさらなる普及拡大につながる。 
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（３）標準物質の整備・供給 

①種類の拡充 

標準物質は、ダイオキシンや環境ホルモン等、時代の要請に応じて変

化する定量・分析ニーズに迅速に対応することが求められる。 

近年、分析現場では同時多元素分析や微量分析が可能な機器が普及し

ていることに鑑み、多様なユーザーニーズに迅速かつ弾力的に対応でき

る整備・供給体制が求められる。 

 

②規制等への対応 

整備した標準物質が法規制や公定法に採用されれば、計量トレーサビ

リティが担保された標準物質の社会への普及を強力に後押しするととも

に、分析値の信頼性が増すことで、国民の安全・安心に貢献することが

期待される。 

 

（４）総合的な整備の推進 

ユーザーにおける研究、開発・設計、製造、品質管理、検査、販売等各

部門は、様々な計量計測のニーズを有している。目的に応じて、測定機器、

計測・分析方法、機器校正のための計量標準・標準物質、測定データを集

積したデータベース等を各部門で利用している現状にある。 

一連の事業活動の中で、計量計測のニーズが明らかとなり、計測・分析

に必要な一連の要素が総合的に整備・供給されることで、ユーザーの利便

性向上につながる。 

 

（５）海外進出した法人を含む事業者支援 

国内製造業は、世界的な競争の激化により価格競争力のある高度なもの

づくりに活路を求め、また、新たな市場を求めて海外へ製造拠点を移転す

る動きを継続している。こうした企業が、移転先において計量標準・標準

物質を十分に供給される環境が求められる。 

特に、製造業において重要な役割を果たしている中堅・中小企業は、今

後、系列外取引の増加が予想される。系列外から客観的な計測の信頼性を

求められる事態を想定し、中堅・中小企業が必要とする計量標準・標準物

質が的確に整備・供給できる環境整備も必要である。 
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Ⅲ．整備の重点化及び具体的方策 
  

Ⅲ－１．整備実施方策 

 

１．柔軟かつ持続可能な仕組み作り 

（１）国家戦略における知的基盤整備の明確な位置付け 

国家基盤である国家計量標準整備の重要性を政府の共通認識とするため、

引き続き、国家戦略、経済産業省各政策等において、計量標準の取組を政

策的に位置付ける働きかけを行う。 

国家計量標準や JCSS 制度の利用促進によるメリット等を関係省庁等に

積極的に PR することにより、規制など各法制度運用での利用拡大を図る。 

  

表 4．主な関連法令等一覧 
分類 関連する法令、規格 

計量標準 
工業標準化法（日本工業規格）、電気事業法、原子炉等規制法、

電波法、気象業務法 

標準物質 

工業標準化法（日本工業規格）、JAS 法（日本農林規格）、薬

事法（日本薬局方）、食品衛生法（食品添加物公定書）、労働

安全衛生法、土壌汚染対策法、水質汚濁防止法、大気汚染防

止法、水道法、化審法 

 

（２）中核的司令塔の明確化 

国家計量標準整備、利用促進に係る国家戦略を明確に示し、改廃を含め

た PDCA サイクルを稼働させる柔軟かつ持続可能な仕組みを構築する。 

ユーザーが積極的に関与できる意見調整の場を幅広く提供し、ユーザー

の使用目的、標準ニーズを国家整備計画に反映させる。 

 

① 例えば、整備側と利用者から構成する計量行政審議会計量標準部会等

において、国が整備すべき国家計量標準、標準物質、技術戦略マップ、

計量標準の利用促進方策等を検討する。 

このような意見調整の場は、国家戦略、ユーザーニーズによる計量標

準の整備要望案件を評価し、優先順位や改廃を決めるなど国家計量標準

整備の中核的役割を果たす。 
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【整備側を中心とし
たニーズ集約の場】

経産省／産総研

計測標準フォーラム

日本全体の戦略・方針
～骨太の国家戦略～

計量行政審議会
計量標準部会

計量計測システム

日本の司令塔
として機能

イノベーション

のステークホル
ダーの特定・連

携を強化

NITE

JQA

RMinfo
登録事業者 整備・供給

CERI

試薬事業者 JEMIC

中間サービス提供校正事業者

輸入商社

計量計測機器
製造業者

機器リース
事業者

計量計測
試験分析
事業者

一次・二次・三次ユーザー

海外機関 地方公設試

自治体

公的
研究機関

現地法人

消費者

中堅・中
小事業者 大学

政府機関製造事業者

・多数のユーザーの参画

を促進、ニーズの特定
・計量標準整備へ反映

学会

NICT

産総研計測クラブ

JCSS技術委員会

（一社）日本電気
計測器工業会
（JEMIMA）

（一社）日本電機
工業会（JEMA）

（社）日本化学工
業協会

（一社）日本試薬
協会

標準物質協議会

国際計量研究連絡委員会

（社）日本分析機
器工業会

（一社）日本計量
機器工業連合会

（社）日本計量
振興協会

産技連知的基盤部会

（一社）日本環境
測定分析協会

（一社）電子情報
技術産業協会
（JEITA）

（一社）日本航空
宇宙工業会
（SJAC）

（社）日本測量機
器工業会

など

・・・

関連団体

ユーザーの要求レベルに応

じて適切なトレーサビリ
ティ確保の手段を提示

分かりやすく使
いやすい整備

成果の普
及・啓発

・スピード重視
・タイムリーな供給

情報の管理・充実

＊産総研：（独）産業技術総合研究所 計量標準総合
センター(NMIJ)

＊ NITE：（独）製品評価技術基盤機構 認定センター
(IA Japan)

＊CERI：（一財）化学物質評価研究機構
＊JEMIC：日本電気計器検定所（日電検）
＊JQA：（一財）日本品質保証機構

＊NICT：（独）情報通信研究機構
＊RMinfo：標準物質総合情報データベース

 

② 整備側の意見、ユーザーニーズを集約するため、既存ネットワークを

充実する。 

「計測クラブ」、「国際計量研究連絡委員会」、「計測標準フォーラム」、

「標準物質協議会」、「産業技術連携推進会議」等の既存のネットワーク

は、意見調整のための有効なツールであることから、引き続きそれぞれ

の役割を担う。 

 

図 15．計量標準分野の新たな整備・供給体制（イメージ） 

 

（３）リソースの確保等 

① 厳しい財政状況が続くことから、国の研究予算の大幅な増加は見込め

ない状況である。産総研 NMIJ は、緊急度、優先度、また長期的な国家

重要課題等の観点から、国家計量標準・標準物質の整備対象を選定し、

リソースの最適化を図るなどの対応をより一層充実することが必要であ

る。 
 
② 国家計量標準・標準物質の整備を効率的かつ効果的に実施するため、
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今後、機関連携、省庁連携をさらに積極的に進めることを検討する。 
SI に基づく計量標準・標準物質は、国の技術基盤として、産総研 NMIJ

が中心となって整備・供給する一方、利用目的に応じた計量標準・標準

物質は、必要に応じて協力機関等と連携して整備に取り組むことが必要

である。例えば、臨床検査、環境、食品などの分野は、関係省庁・機関

との密接な連携が不可欠であり、専門的知見を結集して当該分野で必要

となる国家計量標準・標準物質の整備を行う。 
 

③ 計測器団体等民間機関は、計量標準・標準物質のユーザーかつ供給者

であり、産総研 NMIJ と民間機関は、計量標準・標準物質のニーズ把握

に努め、新たな国家計量標準・標準物質の整備に共同で取り組む。 
 
④ また、イノベーション・インフラに資する計量標準の効果的かつ効率

的な整備を行う観点から、また計量標準を起点とするイノベーション創

出を振興する観点から、今後の国家研究プロジェクトへの計量標準関連

機関のより積極的な参画を検討する。 

 

 

２．国が行う整備の方向と優先順位  

国家計量標準・標準物質に係る整備の優先順位の調整・決定は、最終ユ

ーザーの視点に留意して行うことが重要である。 

また、PDCA サイクルを稼働し、整備された成果を評価し、整備計画の

見直しや長期戦略策定に反映することが重要である。 

 

（１）ニーズの把握と効果測定 

優先度の高い計量・計測のニーズを特定し、必要とされる計量標準・標

準物質を整備・供給するために、国、産業界、学会、国民等のニーズを定

期的に把握する仕組みと、整備の優先順位を国において調整し、日本の国

家計量標準・標準物質に係る整備の方向を決定する機能を整備する。 

計量標準・標準物質の整備機関側や企業の校正担当の視点ではなく、事

業者の研究開発・設計・製造等の生産プロセス部門といった最終ユーザー

の視点に留意し、その要請に応える国家計量標準・標準物質の整備を行う。 

 

（２）国の優先課題を踏まえた選択と集中 

①震災対応 
JST は、先端計測分析技術・機器開発プログラムにおいて放射線・放
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射能測定器の開発を実施しており、産総研は、その中の複数の研究課題

に対して積極的に参画している。 
長期的な取組として、引き続き、被災地等の要請を踏まえ、放射線・

放射能測定器の開発を始め、国家計量標準の整備・提供、校正、技術指

導及び技術相談等を行う。 
 

②グリーンイノベーション・インフラの整備 

省エネルギー・エネルギー効率化、新エネルギー、資源再利用など温

暖化ガス排出抑制に大きな効果がある革新技術は、新市場・産業の創出

が期待されている。これらの研究開発及び利用に際しては、技術的性能

を評価するための基盤となる計量標準・標準物質が必要不可欠であり、

短期・中期的な取組として、効率的な研究開発、実用化促進の支援のた

め、国家計量標準の整備を行う。 

具体的には、水素エネルギー、燃料電池等の貯蔵、利用技術の推進を

支援する計量標準の整備や、バイオディーゼル等バイオマス資源の品質

管理や安定性評価に必要な標準物質の整備などに取り組む。 

 

③ライフイノベーション・インフラの整備 

健康寿命の延伸や食品・環境の安全性確保に不可欠な革新技術は、新

市場・産業の創出が期待されている。 

これらの研究開発及び利用に際しては、関連する規制や取決めに求め

られる信頼性の高い計測、計量標準が必要不可欠であり、短期・中期的

な取組として、効率的な研究開発、実用化促進の支援のため、国家計量

標準の整備を行う。 

具体的には、先端医療機器の開発、標準化に資する計量標準、体外診

断に資する標準物質の開発などに取り組む。 

これらの整備により、規制の公正な実施と国民の信頼を確保し、新た

な技術に対する規制の障壁を軽減して迅速な市場化を支援することが期

待される。 

 

④日本が強みを有するものづくり基盤支援 

ものづくり技術によって生み出された技術や製品の国際競争力を維

持・強化するため、性能や品質を客観的に評価し信頼性を高めることが必

要である。短期・中期的な取組として、ものづくりを支える国家計量標準・

標準物質の整備を戦略的に行うことにより、新たな産業の創出の可能性も

含めたものづくり基盤の強化に資する。 

具体的には、ナノデバイス、ナノ材料やロボット分野における基盤的計

量標準の整備などに取り組む。 
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⑤産業の国際展開 

国際通商において、日本の製品やサービスが不利益を被ることのない

よう、性能や品質の適合性評価を行うため、計量標準・標準物質の整備・

提供が必要である。特に、産総研 NMIJ と NITE 認定センターは、適合

の透明性確保の一環として CIPM MRA や ILAC MRA（国際試験所認定

協力機構 相互承認取り決め）に関する取組を継続して推進する。 

具体的には、国際通商、国際標準化戦略等に必要な計量標準・標準物

質の整備などに取り組み、国内産業による国際通商の円滑な実施や、国

際標準化の一層の推進と日本の認証体制の強化に資する。 

 

⑥規制への対応 

定量 NMR 法の開発により、食品・医薬品分野の規制に対応した標準

物質の整備が進められている。これは、新技術の開発により省庁の壁を

越えて普及につながった事例であると言える。 

短期・中期的な取組として、今後も引き続き、技術的な可能性を踏ま

え重点を置くべき規制分野を選定し整備を進める。 

また、多くの法規制には計量トレーサビリティの概念が浸透しておら

ず、ユーザーは自己調整品や法令に準拠した標準品を使用しているのが

現状である。短期・中期的な取組として、計量トレーサビリティが確保

された標準物質を重点的に整備し市場へ供給し、法規制への適用、利便

性・信頼性の向上、民間のコスト削減等に資する開発を支援する。 

 

⑦SI 基本単位に係る整備 

SI 基本単位は計量標準の根幹であり、それらの計量標準としての高度

化を目指す研究開発は産業技術イノベーションにもつながり得る。具体

的には、これまで整備された長さ標準、時間・周波数標準に引き続き、

質量・物質量等のその他の SI 基本単位に係る研究開発の加速的実施が

求められる。その際、大学と国家計量標準機関との間の広範な連携研究

プログラムの策定も望まれる。 

 

（３）成果の評価及び評価結果の反映 

国家計量標準・標準物質整備プロジェクトの成果（アウトプット）と社

会に与える効果（アウトカム）について、最終ユーザーへのヒアリング、

ケーススタディ等を通して定量的・定性的に評価し、計量標準・標準物質

の便益を明らかにするとともに、国家計量標準・標準物質の長期戦略策定

に反映する。 
効果測定は、米 NIST、英 NMS 等の例を参考に、個別の事業者への調

査等も利用して、定量的な便益や定性的な影響を把握する。 
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３．標準供給体制の高度化  

（１） 標準供給における官民の役割分担 

① 高度化する産業界のニーズに応じて、産総研 NMIJ は、技術レベルが

高く民間では供給が困難な計量標準・標準物質の整備・供給を行う。例

えば、微小質量標準などが考えられる。 

 

② 計量標準・標準物質の整備プロセスで確立された校正技術や蓄積され

た技術的知見を、手順書、ガイド等の技術文書として整備する。 

また、産総研 NMIJ は、ワークショップや計測クラブ、Web サイト等、

ユーザーがアクセスしやすい多様な手段を活用して技術移転を図り、

NITE 認定センターとともに民間による計量標準・標準物質の整備、校

正範囲の拡張等を支援する。 
 

③ 指定校正機関等、校正事業者や計測器・試薬メーカー等民間機関は、

産総研 NMIJ からの技術移転を活用しつつ、各機関が有するポテンシャ

ルを最大限に活かし、競争力のある計量標準・標準物質に係る事業を展

開する。 

 

（２）民間機関との協働による標準供給の拡充 

①計量標準供給の拡充 

産総研 NMIJ からの技術革新や技術移転を十分に活用し、民間事業者が

市場ニーズに即応して必要な標準を供給できる体制を構築する。 

 

民間事業者が校正範囲を拡張するために必要となる技術上の要件を明ら

かにした、“測定の手続き”を技術文書として国内専門家が整理する。民間

事業者は、これらの技術文書を活用することにより、民間の創意工夫によ

る供給範囲の拡大や様々な標準を組立てた標準、実用計測器を対象とする

標準等の供給が可能となる。 

 

水銀ランプの輝線のように、上位標準からの校正を必要としない参照標

準を積極的にトレーサビリティ体系に組み込むことにより、民間が高品質

標準を安価に供給することの実現可能性を検討する。 
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②標準物質供給の拡充 

これまで整備してきた標準物質を維持、更新していくことが重要である。

また、さらに、多様な標準物質のユーザーニーズに対応するため、産総研

NMIJ が供給する標準物質を基に、それらに関連付けられた一群の標準物

質を民間が迅速に供給する体系を構築する。 

 

・定量 NMR 法等の効率性の高い校正技術を活用して、民間が供給する多

数の自己保証品について、産総研 NMIJ 又は指定された校正機関が校正

サービス（値付け）を行い、トレーサビリティが確保された信頼性のあ

る標準物質の拡充に資する。 

 

・早急に標準供給が必要な場合、ニーズに応じて、民間と産総研 NMIJ に

よる整備・供給の役割分担を図り、求められる標準物質を迅速に社会に

供給することも検討する。 

 

また、多成分同時分析が主流となり、微量分析が可能な分析機器が普及

している現状に鑑み、ユーザーのニーズに応える成分構成の混合標準物質

等をタイムリーに整備・供給することによって、ユーザーの利便性を高め

る。 
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Ⅲ－２．利用促進方策 

 

１．わかりやすく使いやすい計量標準整備 

計量標準・標準物質の利用促進に当たっては、わかりやすい情報を整備

提供することが必要である。特に中堅・中小企業者への対応として、産総

研 NMIJ、NITE 認定センター、地方公設試験研究機関が連携して情報提

供等の PR 活動を行い、計量標準・標準物質についてまず知ってもらうこ

とが必要であり、その上で、利用の促進を図ることが重要である。   

また、国際的整合性の観点から、JIS や規制等、様々な場面で計量標準・

標準物質の成果が利活用されることが望ましい。 

 

（１）整備成果の利用促進 

① 計量のトレーサビリティは、正確な計測を行う場合に不可欠の要素で

あり、多くの国際規格や規制においてトレーサビリティの確保を要求し

ている。 

しかし、実際の校正では、細部の手順や適用される技術基準を見ると、

トレーサビリティを十分に実証できない校正手順や方法がまだ適用され

ていることが少なくない。 

 

② 国際整合性の観点から、計量標準・標準物質の利用を促す必要がある。 
具体的には、国際的な基準（ISO/IEC 17025 規格への適合や第三者に

よる適合性評価）に準拠した校正サービスの拡大を図っていく。また、

より一層の利用促進のため、JIS や各規制等の技術基準や試験法に採用

されることが望ましい。 

 

③ 計量標準・標準物質の利用が、ユーザーの計測コストの増加につなが

らないように、適正な価格で計量標準・標準物質が供給されることが重

要である。 

特に、標準物質は、これまで使用してきた標準品と標準物質の違いに

ついてユーザーの理解を得て、トレーサビリティの必要性を勘案して合

理的に標準物質を選択することをユーザーに促し、価格競争力のある事

業展開を支援することが望まれる。 

 

 

 



47 
 

（２）中堅・中小企業への普及 

① 高い精度の製品を生み出す中堅・中小企業から、製造現場で「不確か

さ」が小さいことを強く要求しない事業者まで、計量標準のニーズは多

岐に渡っている。 

現場計測器は、要求される水準に見合った内容の校正を安価に供給で

きることが重要であるが、このような校正サービスを提供する事業者は

国内では十分に育っていない。現場校正のニーズに対応できる、より実

用的な校正事業者 6

 

の育成を図る。 

② 事業者には、「SI トレーサブルな物質であり、JCSS や NMIJ 認証標

準物質などがある」標準物質と、「トレーサビリティが保証されていない、

いわば自己保証の物質である」標準品との違いなどを説明することが重

要である。 

標準物質の利用促進を図るため、標準品との違いなどについて、公設

試験研究機関等とのネットワークを通して、積極的に普及啓発を行う。 

 

（３）公設試験研究機関との連携 

① 各都道府県の公設試験研究機関相互及び産総研NMIJとの協力体制強

化の場として運営される「産業技術連携推進会議（以下、「産技連」とい

う）。」を利用して、計量標準・標準物質に関する情報交換や計測分析の

技能試験が実施されている。 
これらの活動は、公設試験研究機関における民間企業からの依頼試験

の品質や技術力の向上、計量トレーサビリティの確立に寄与しており、

引き続きこのような取組を充実する。 
 

② 国家計量標準戦略に最終ユーザーのニーズを効果的に反映させるため、

産総研 NMIJ は、産技連のネットワークを通じて、中堅・中小企業との

緊密なつながりをもつ公設試験研究機関に蓄積する企業の計量標準・標

準物質に関するニーズを収集するとともに、中堅・中小企業に必要な情

報をフィードバックする。この様なネットワーク等を通じて、産総研

NMIJ 等と公設試験研究機関が連携して計量のトレーサビリティに関す

る啓発・情報提供、コンサルティング等の活動を行うことによって中堅・

中小企業のものづくり基盤、技術力向上に貢献することが期待される。 
 

 

                                            
6 計測器の販売・修理・校正等を業務とし、校正担当の技術者が数名程度（全従業員で数

十名）の事業者。ただし、より規模の大きい事業者の参画も望まれる。 
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２．情報化への対応 

（１）計量トレーサビリティの確立に資する情報の管理 

① ユーザーが計量標準・標準物質に係る情報に容易かつ効率的にアクセ

スできるよう、JCSS で校正できる計量器、校正範囲や登録校正事業者、

標準物質、その他付加的な情報を統一的に使い勝手よく検索できるシス

テムの整備を行う。 

例えば、計量・計測器、標準物質から検索を始める場合、それらの情

報から様々な情報にリンクしユーザーが必要とするデータに効率的にア

クセスできる形態が考えられる。 

 

図 16．計量標準分散統合データベースのイメージ例 

：情報相互の引用・参照機能

計量計測機器分析機器

登録校正事業者データ
（校正範囲、対象計量器等）

NMIJ/AIST

計量標準データ

RMinfo

基礎物理定数
データ

標準データ
（水の物性、温度
の定義定点等）

規格・技術基準
データ

標準物質供給
情報

NITE

製造事業者等のユーザーは、個々の分散・散逸したデータベース・情報を意識することなく、体系的な
情報をシームレスに利用することが可能となる。

タイムリーに信頼ある情報を入手でき、事業活動の効率化、活動基盤の強化に繋がる。

アクセス

・校正技術に関
する技術文書

・学術論文

・計測技術ガイ
ドブック

【計量標準分散統合
データベース（イメージ）】

有機化合物スペク
トルデータベース

熱物性
データベース

メーカ・団体

ア
ク

セ
ス

アクセス

ア
ク

セ
ス

 

 

② 民間（計測機器製造メーカー、校正事業者、標準物質生産者等）によ

る計量トレーサビリティの確立を支援するため、産総研 NMIJ が中核と

なり作成する校正技術に関する技術文書、学術論文等について、情報や

データの開放を積極的に行い、併せて標準物質や物理定数等、他のデー

タベース等へ容易にアクセスできるよう、適切な情報の発信を行う。 

また、各工業会が作成したガイドブック等の情報とも連携を図る。 
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（２）計量標準の積極的な拡充を支援する情報の整備  

上記技術情報等のほか、ユーザーからの新たな国家計量標準の整備に関

する要望、JCSS 登録対象にない校正事業の申し出や校正サービスの要望、

及びそれらに対する対処方針等に係る情報を開示する。 

これら具体例を示すことによって、国家計量標準の拡充により多くのユ

ーザーの参画を促す。 

 

（３）計量の啓発を促進する情報の充実 

これまで開催したセミナー、計測クラブ、ガイド等を通して、JCSS 制

度や計量トレーサビリティ、不確かさ等について、啓発情報の蓄積がある。 
ユーザーは、顧客の要求等に応じて、JCSS 又はその他の証明の取得等、

多様な対応を必要としている。ユーザーの選択に供するため、今後とも最

新の情報を提供するとともに、新たに企業調査等によるケーススタディを

利用して、JCSS 制度等のメリットを具体的にイメージできる分かりやす

い情報として提供する。 
 

 

３．競争力強化と利便性向上に資する基盤整備 

（１）総合的な整備の推進 

計量標準・標準物質整備では、成果を迅速に提供し、広く普及させるこ

とによって、当該分野での日本の国際競争力を確保する。 

このため、当初から計量標準・標準物質、測定器・分析機器、試験評価

方法・分析方法、ファクトデーターベース等を総合的に整備する戦略的な

整備計画を検討し、取り組むことが必要である。 

 

製造事業者の事業活動における研究、開発・設計、製造、検査等の工程

で実施する計量・計測・分析の利便性を確保するため、上記のような総合

的な整備を行うことによって、成果を迅速に広く普及させ、有利に標準化

につなげることが可能となる。その結果、当該技術分野における日本の競

争力を高めるとともに、標準物質、測定器・分析機器の需要創出にもつな

がる。 

 

具体例として、国際競争力の維持・強化と国内電子機器メーカーの事業

活動を支援するため実施した次世代薄膜デバイスの開発があげられる。 
この開発では、国費での標準物質の整備と併せ、ベンチャーによって実
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用測定器の開発が行われた。成果として得られた測定技術は JIS として制

定され、ISO にも提案された。さらに開発を通じて得られたデータは、熱

物性データベースとして整備され、標準物質・測定器・測定技術・データ

ベースの総合的かつ効果的な整備が行われた。 
 

図 17．競争力強化と利便性向上に資する総合的な基盤整備 

 

（２）アジア各国への計量標準を基盤とする技術支援等の推進 

アジア各国が日本を含む世界的な分業体制の中で技術基盤を形成し、国

内産業の国際展開と円滑な通商を図るため、アジア各国内の計測インフラ

の速やかな整備が必要である。このため、産総研 NMIJ と計測器メーカー・

試薬メーカー等は、その強みを有する分野で連携し、産総研 NMIJ へのト

レーサビリティが確保された標準器・計測器、標準物質を供給し、同時に

計測器の保守や校正員の教育などを含めたサービスの提供・技術移転を行

うことにより、当地での計測インフラの形成を支援する。 

 

このような協力は、アジア各国と日本の双方にとってメリットのあるも

のであり、いわゆる win- win の関係を構築する。日本の多くの企業がア

ジア各国に進出し、校正ニーズを有しているが、現地への進出企業が利用

国際競争力の維持・強化のため、国内電子機器メーカーの事業活動をサポート

・熱物性データは、機器の熱設計
（シミュレーション）に必須

・情報機器・電子デバイスの薄膜利用

【国際競争力の維持・強化】

政策効果知的基盤整備の経緯

◆電気電子製品の規制対象物質の含有
量の把握が可能となり、我が国からの
EU向け輸出が支障なく実施

【研究開発・製品設計支援】

層間絶縁膜、相変化記録メモリ層、透明導電膜、

熱アシスト記録型ＨＤＤ記録層、ＬＥＤ素子等

開発時間の短縮、費用節減、エネルギー削減

戦略的な４位一体による知的基盤の整備・提供

①透明導電膜材料標準物質の開発

NEDO知的基盤研究開発事業（2002～2005年）

②実用測定装置の開発

ピコサーム社製 薄膜熱物性測定装置

（2008年 産総研ベンチャー 年商１億円）

③ 測定技術の標準化
NEDO開発成果ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ標準研究（2006～2007年）

↓
JIS R1689 ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ薄膜の熱拡散率の測定方法
―ﾊﾟﾙｽ光加熱ｻｰﾓﾘﾌﾚｸﾀﾝｽ法（2011年）

④ 熱物性データベースの整備

次世代薄膜デバイス

産業支援

新規薄膜材料の開発に寄与

薄膜の国家標準と標準物質の開発
↓

ISO国際標準提案

バックデータ

試作した標準物質（左）とその断面（右）

産総研頒布の窒化チタ
ン標準薄膜（RM-1301a）

産総研 NMIJ情報提供サービス
透明導電膜材料情報(左),データ(右)

・技術開発の迅速化が必要となった電子機器業界から、標準物質の整備・提供の要望

・産学官連携により、実用的な知的基盤整備を４位一体で推進（チームリーダー、マネ
ージメントの成功）

・熱物性データは、１万件

【データベースの利用】

・産学官連携による整備を継続

【継続的な知的基盤整備】

・アクセス件数は、１１２万件／H22FY

・産総研、大学、熱物性学会等
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できるものとすることが、国内企業の競争力確保の観点から重要である。 

 

また、所得の伸びるアジア各国にとって医療や食品は成長産業であり、

近年発生した食品に関するトラブルも背景に、これら製品・サービスへの

安全・安心の確保も切実な課題である。アジア各国が安全・安心に関わる

世界標準に迅速に適合し、さらには新たな標準や技術基準を世界に発信す

るため、当該地域に国際的に比較可能なデータの収集・整理を促す計測イ

ンフラが必要であり、そのインフラ整備を支援する。 


