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第１期科学技術基本計画 
（１９９６年７月閣議決定） 
 
研究開発活動等の安定的、効率的な推
進を図る上で、知的基盤を整備すること
が重要。 
 
 ●計量標準の種類の大幅な拡充 
 ●各種試験評価方法の確立 
  ●生物遺伝資源、化学物質に関す 
  るデータ整備 
 

第２期科学技術基本計画           
（２００１年３月閣議決定） 
                                        
知的基盤の戦略的・体系的な整備を促進 
  
●２０１０年を目途に世界最高の水準を目
指す 
●利用者にとっての利便性を向上  
●研究成果も有効に蓄積・整備  
●知的財産権等の基本的ルールを整備  
●今後の研究者・技術者の活動評価 

第３期科学技術基本計画           
（２００６年３月閣議決定） 
 
量的観点のみならず、利用者ニーズへの
対応の度合いや利用頻度といった質的観
点を指標とした整備を行うよう知的基盤整
備計画を見直し、選択と集中を進めつつ、
２０１０年に世界最高水準を目指して重点
整備を進める。 

  第４期科学技術基本計画     
    （２０１１年８月 閣議決定） 
 
今後は、多様な利用者ニーズに応えるため、質の充   
実の観点も踏まえつつ、知的基盤の整備を促進する 
●国は、新たな整備計画を策定 
●知的基盤の充実及び高度化 
●緊急時に対応するための体制を構築 
●国は、先端的な計測分析技術及び機器の         
開発、普及、活用 
●人材の養成及び確保 

「我が国の知的基盤の充実に向けて」 

  ・知的基盤の概念整理 

  ・整備の基本方向、具体的計画 

【審議会報告】（1998年6月） 

【中間報告】（1999年12月） 

【最終報告】（2010年12月） 

「整備目標を概ね達成」 

・１０年間の成果レビュー 

・今後の方向付け 

整備計画のフォローアップ 

新たな知的基盤整備・活用に向けた検討  

「概ね２０１０年までに世界の最高である 
 米国並み水準を目指す」方針を決定 

 ・重点分野（計量標準、化学物質安全管理、 
  製品安全、バイオ、材料） 

2011年 2020年 

○量から質の向上 
○わかりやすく・使いやすい 
○安全性・信頼性 

新たな知的基盤整備 

Ⅰ．多様なニーズを踏まえた知的基盤整備（選択と集中）            
     ・柔軟かつ持続可能な仕組み作りを構築し、運用（PDCAサイクルの推進） 
       ・民間機関との協働により、知的基盤を弾力的かつ迅速に整備する仕組みを構築 
 
Ⅱ．ユーザーの視点に立った、利用促進方策の推進 
              ・知的基盤活用事例集「知的基盤100撰」を幅広く、集中的にPR 
      ・ユーザーが一元的に利用できる「ものづくり基盤プラットフォーム」を構築 
 

Ⅲ．知的基盤情報・データの利活用促進（情報技術対応） 
               ・IT戦略本部の電子行政オープンデータ戦略等に基づく情報・データの2次利用の促進 
               ・実際のビジネスに活用されるような、オープン化に際してのルール作り等を検討 

世
界
最
高
水
準
の 

知
的
基
盤
整
備 

2001年～2010年 

科学技術基本法（1995年11月制定）に基づく「科学技術基本計画」において、知的基盤の整備を推進 

産構審・JISC合同会議 

知的基盤整備特別委員会 

産技審・JISC合同会議 

知的基盤整備特別委員会 

知的基盤整備・利用促進プログラム １ 



    知的基盤整備ヒアリング等調査の実施                                                    

新たな知的基盤整備のあり方について、ヒアリング、関連調査を実施 
NEDOプロの追跡調査 
   （２３年１０月） 

  中小企業の利用状況調査 
 （２３年１２月～２４年１月） 

■  ヒアリング先：１５９者（社） 

■  意見交換に参加した人数：延べ３１５名 
■  ヒアリング項目 

Ｑ１．今後１０年の知的基盤整備 

Ｑ２．計量標準／標準物質、生物資源、地質情報の具体的課題 

Ｑ３．情報化等新たな知的基盤整備 

■  調査先：地方公設試６１機関 

■  回答率：５９％ 

■  調査項目 

   
   知的基盤整備ヒアリング（２３年８月～２４年４月） 

 海外機関のWeb調査 
 

■  調査先：４３機関 

■  回答率：８１％ 

■  調査項目 
Ｑ１．計量標準、試験評価法の 
   利用状況 

Ｑ２&Ｑ３．中小企業に対する 
    技術相談等対応状況 

Ｑ１．事業終了後の 
    対応状況 

Ｑ２．社会的インパクト 

Ｑ３．国プロへの要望 

■  調査：欧米各国の 
  知的基盤整備機関 
■  調査項目（計量標準） 

 ・米国ＮＩＳＴのＵＳＭＳ 
  （米国計量計測システム） 

 ・英国の計量インフラ 
  イノベーションプログラム 

    現状認識、今後の課題、新たな知的基盤整備に向けた対応の方向性を整理 

 ① 現状認識 ② 今後の課題 ③ ③対応の方向性（例示） 

①－４．これまで整備側の論理が先行した知的 
    基盤整備を実施してきたのではないか 

①－１．知的基盤の知名度は低く、利用者、 
    有識者の殆どは知らない状況 

①－２．これまで整備した知的基盤は、有効 
    に利活用されているか？ 

②－１．わかりやすく、使いやすい、ユーザーの視 
    点に立った質的整備が必要 
    基本情報を２次利用できる環境整備も重要 

③－１．ユーザーのターゲットは、中堅・中小企業 
   → 知的基盤を知らない事業者に対して、 
           ＰＲ、技術相談を通じて、活動支援を図る 

③－２．研究開発、設計・製造、上市、リサイクル・ 
    廃棄に至る事業者のあらゆる活動を支援 
         する一連の基盤整備を実施 

③－３．国際対応のターゲットとして、アジア地域 
   →アジア各国と日本の事業者の間で、win- 
    winとなる状態の環境整備を推進する 

②－３．これまで知的基盤となりうる国の事業成果 
    が分散、散逸している状況に鑑み、整備側 
    の実態を踏まえ、ものづくり基盤プラットフォ 
           ーム、イノベーション・インフラの環境を整備 
           すべき 

（有識者、ユーザー、整備側機関等） 

①－３．経産省の範囲は、研究開発、ものづくり 
  基盤技術と幅広く、ユーザーニーズは多様 

①－５．整備側毎に、知的基盤が分散、散逸 
   し、ユーザーにとって、利用しにくい状況 

②－２．国が時代を先読みし、民間のみで対応でき 
    ない課題を設定し、長期的視点に立った整 
    備に、オールジャパンで知を結集し、取組む 

①－６．日系企業のアジア地域進出の環境整 
    備において、知的基盤整備が不十分。 知的基盤整備・利用促進プログラム ２ 



研究開発力強化法 

科学技術 
基本計画 

科学技術基本法 

・研究材料の円滑な供給等 

・研究開発に係る情報化の促進 

・知的基盤（研究材料、計量標準、 
  科学技術情報）供用の促進 

・研究材料の供給 

・技術に関する情報の流通の円滑化 

工業標準化法 

 計 量 法 

計量標準・標準物質の整備 

地質情報の整備 

     ＤＢ整備 

国が整備すべき 
  知的基盤 

微生物遺伝資源 

化学安全、製品安全情報 

産業技術力強化法 

中小企業ものづくり高度化法 

震災復興支援 【震災復興基本方針】  
大震災の教訓を踏まえた国づくり 

－ 今後の災害の備えとして、高度な地震・津波予測を実
施（地質・地殻変動等の複合的な調査によるリスク調査） 

・中小企業の特定ものづくり基盤 
 技術の高度化に関する指針 
 （知的基盤の利用） 

・国家計量標準の供給 

・計量標準校正制度 
   

・試験評価方法 等 

・製品規格 

■ 経産省の知的基盤整備は、研究開発支援から、ものづくり基盤技術、社会生活基盤と幅広い分野で実施 

【新たな情報通信技術戦略】  工程表  

（国民本位の電子行政の実現） 
 －知的基盤データから提供方法改善、活用促進 
（電子行政オープンデータ戦略） 

【日本再生戦略】  工程表  
 環境の変化に対応した新産業・新市場の創出 
   

（科学技術イノベーション） 
－ 新たな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構築 

知的基盤整備計画 

  

②
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化 

  ① 研究開発基盤、イノベーション・インフラ 

③
産
業
技
術
基
盤
・
社
会
生
活
基
盤 

先端計測技術 

（情報通信戦略） 
－電子行政オープンデータ戦略の策定 
－行政保有情報の２次利用 

知的基盤整備・利用促進プログラム ３ 

国の重要な施策等における知的基盤の位置付け①   



    国の重要な施策等における知的基盤の位置付け②                                                   

知的基盤整備・利用促進プログラム 

産構審産業技術分科会研究開発小委員会 報告書（平成24年4月11日）     

研究成果の事業化促進                                                   

蓄積された知的基盤
の分かりやすい提供の
仕組みを構築し、イノ
ベーションを推進 

科学技術基本計画に基づき、2010年まで

に計量標準、標準物質等知的基盤整備の数
値目標を設定、実施することにより、欧米並
みの水準を達成 

今後は多様な利用者ニーズに応えるた
め、イノベーション推進のための新たな知的
基盤を整備するとともに、ユーザーに対し
て、これまで公共財として、蓄積された大量
のデータ・情報をわかりやすく、使いやすい
提供の仕組みを構築することが必要である。 

中堅・中小企業を含め、研究開発、設計・
製造、上市、リサイクル・廃棄に至る一連の
事業者のあらゆる活動を支援する一貫した
知的基盤整備を検討する必要がある。 

４ 



    国の重要な施策等における知的基盤の位置付け③                                                   

知的基盤整備・利用促進プログラム 

産構審産業構造審議会新産業構造部会報告書（経済社会ビジョン） 

（平成24年6月15日）                                                   

グローバル展開                                           

企業戦略の転換 

公共データ開放・利活用促進と事例作り 
   及びそれらにつながる知的基盤整備・活用 

○公共データの２次利用 

－新産業・新事業創出 
  のためのイノベーショ 
  ンの加速 

－IT利活用の促進 

知的基盤の質的向上等を検討し、 
  プロジェクトの戦略的な推進に注力すべき 

－知的基盤における公共データを活用した 
  新市場創出のための整備・活用 

○ものづくり基盤プラットフォームの構築 
○イノベーション創出のための基盤整備 
○中堅・中小企業のものづくり基盤整備 
○震災・原発事故からの復活 

５ 



    国の重要な施策等における知的基盤の位置付け④                                                   

知的基盤整備・利用促進プログラム 

新たな情報通信技術戦略 
工程表改訂等（平成24年7月4日）                                                  

工程表改訂                                           

国民本位の電子行政の実現 
－行政情報の公開、提供と国民の政治決定への参加等の推進 
－行政機関が保有する情報の活用 

日本再生戦略  工程表 
 （平成24年7月31日閣議決定）                                                  

◆経産省においては、「IT融合フォーラム」等を通じて、融合新産業

創出に向けた民間ニーズの調査等を行い、まずは知的基盤データ
等から提供方法改善、活用促進を図り、この結果も踏まえつつ公共
データ提供の課題整理及び解決策の検討を行う。 

公共データ活用の推進 
①公共データ活用ニーズの把握、②データ提供方法等の整理、 
③民間サービスの開発 

電子行政オープンデータ戦略（案）                                         

公共データ活用のための環境整備 
①必要なルール等の整備（著作権の取扱いルール等）、 
②データカタログの整備、③データ形式・構造等の標準化の推
進等、④提供機関支援等についての検討 

◆特に民間による活用ニーズの高いと考えられる公共データ（例：
地形・地形・地質情報、・・・・・・・）を保有する関係機関は、民間の
サービス開発が促進されるよう全面的な協力を行う。 

６ 

日本再生のための具体策                                     

環境の変化に対応した新産業・新市場 
 の創出 

（科学技術イノベーション） 

（情報通信戦略） 

－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の強化 

◆新たな知的基盤整備の戦略策定（平成２４年度） 
◆知的基盤の利用促進への仕組み構築（平成２５年度） 

－オープンガバメントの戦略的な推進 

◆電子行政オープンデータ戦略の策定（平成２４年度） 
◆行政が保有する情報のうち民間ニーズが高いデータ 
  について、２次利用可能な形でインターネットから提 
  供（～平成２５年度） 



 事業者のあらゆる活動を技術的に支援する一連の整備 

計量標準 
・標準物質 

生物遺伝資源 
（微生物のモノと情報） 

先端計測技術 安全・規制 
情報ＤＢ 

研究開発 

 規制対応 

事業者活動 

における 

知的基盤 

の利用 

国の基本情報（公共財）としての知的基盤（ソフト・インフラ） 

 市場ルール（取引・証明）  環境対応 自主管理 研究開発の効率化 

 海外への事業展開  サプライチェーン（材料・部品メーカー等中堅・中小企業） 

 環境整備 

・事業転換の円滑化 

他業種、他分野 
への事業転換 

地質情報 

   ② 政策実施ツールとして利用・提供 

事業者活動（例示） 

 設計  製造  販売  上市化 リサイクル 
廃棄 

データ 
・ノウハウ 

■ これまで整備側の論理で、縦割りで提供してきた知的基盤の提供を、 
  ユーザーの一連の事業活動の視点から、質的整備や効果的な提供サービスのあり方を検討する。 

③２次情報として、中間事 
 業者等からサービス提供 

・産総研の地質図に解説情報を付け、 
 わかりやすく提供 

・ＮＩＴＥの生物遺伝資源にゲノム解析 
 結果等機能情報及びリスク情報を 
 追加した「モノ」と「情報」を一体化し 
 た微生物分譲サービス（検討中） 

①知的基盤を直接利用する 

・産総研の国家計量標準を計量・計測、分
析の測定機器の校正に利用（長さ、重さ、
放射線、放射能、時間） 

・NITEの生物遺伝資源（微生物）をJIS法、
薬局方等公定法の試験に利用（防菌、防
腐、殺菌効果等） 

    ものづくり基盤プラットフォーム 

●法規制・自主管理   

－化審法、化管法、消安法 

●知的財産制度   

 －特許出願、特許寄託 

●認定・認証システム  

 －ＩＳＯマネージメントシステム 

●技術基準・規格 
－ＪIS､電安法、ｶﾙﾀﾍﾅ法 

知的基盤整備・利用促進プログラム ７ 



Ｃ 

Ａ Ｐ 

・整備計画の策定 
・利用促進方策 

プロジェクト
統括責任者 

D 

   

P 

D 

   

P 

D 

PDCA 
サイクル 

 薄膜熱物性の新規測定技術 
 試作装置 

【  アウトプット  】 
 測定装置 
 熱物性測定用標準物質 
 測定方法規格 
 データベース 

【  アウトプット  】 

 測定技術、標準物質、規格、データの 
      利用による効率的かつ効果的な事業活動 
      の実施 

【  アウトプット  】 

◆ 整備の実施 
    ・熱物性測定装置の開発 
    ・アルゴリズムの開発 

◆ 整備の改善 
・界面熱抵抗解析 
・電気遅延法 
 の発明 

◆ 測定の準備 
      ・測定規格 
  ・測定技術情報 

Ｄ 

整備・利用促進のマネージメント ： 産総研 
整備機関 ： 産総研、大学、熱物性学会 等 
ユーザー ： JEITA会員企業 等 
支援機関：経産省、NEDO 等 

プロジェクト委員会 

・整備の実施 
・利用促進の推進 

・成果・効果 
 の検証 

・計画の見直し 
・利用促進方策 
 の改善 

全体マネージメント 

開発を中心とした整備の実施  

実用化に向けた整備の実施 

知的基盤の総合的な利用促進 

P 

◆ 測定の実施 
  ・実用測定器 
 ・解析プログラム 

◆ 新たな整備要望 

PDCA 
サイクル 

PDCA 
サイクル 

◆ 整備計画 
    ･ナノ薄膜熱拡散    
  率測定技術の 
  発明 
   ･３層薄膜の解析 

◆ 整備の評価 
    ・物性値の算出 
    ・標準薄膜の比較測定 

◆ 整備の実施 
    ・測定装置解析技術 
  ・ 標準物質 
    ・標準化 
  ・ データベース 

◆ 利用分野の拡大 
 ・メモリ・ストレ 
  ージ用薄膜 
 ・LED・有機 
     EL用薄膜 

◆ ニーズ特定 
    ･測定技術の選定 
    ･ナノ秒サーモ 
  リフレクタンス 

◆ 測定評価 
  の検証 
    ・透明導電膜の 
  測定結果のデータベース化 

 整備・利用促進のPDCAサイクル(事例：熱物性測定) 

整備体制・マネージメント 

測定規格の制定 
熱拡散標準物質の供給 
データベース公開 

【  アウトプット・アウトカム  】 
電子情報技術産業用薄膜 

の品質向上 

知的基盤整備・利用促進プログラム ８ 

A 

C 

A 

C 

A 

C 
◆ 測定結果の 
 信頼性評価   
  ・標準物質 
  ・標準データ 
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・光波長標準 

・光通信帯 
 波長、パワー標準 

・ｷｬﾊﾟｼﾝﾀﾝｽ標準 

・大容量 
ｷｬﾊﾟｼﾀﾝｽ標準 

整備した600種の国家計量標準 

・光屈折率標準 

・EMC、ミリ波 
レーダー用 
電磁波標準 

IT・電気 

・ナノ寸法標準 
・ナノ粒径標準 

ナノテク・材料 

・電磁波強度標準 ・ガンマ線
医療標準 

環境 

ﾊﾞｲｵ・医療 

・RoHS標準 

・アミノ酸  

・ナノ標準化 
 リスク評価 

・ナノ計測標準 

・食品安全 
  重金属・有機金属 
  有機汚染物質 

長さ、時間、温度、質量、電気、光、物質量 

・海水栄養
塩標準物質 

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

産業の国際展開 

ライフイノベーション グリーンイノベーション 

・微小流量標準 

・バイオ燃料標準 

25 
nm 

・LED照明用
測光標準 

Ｈ２ 

・気体高圧力標準 

・REACH標準 
・温暖化ガス 

・動的試験評価 

・超音波標準 

・室内環境ガス 

知的基盤整備・利用促進プログラム ９ 

 １．①拡大する多様なニーズへの対応 

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

国内・海外規制対応 

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


法規制におけるＪＣＳＳの利用が進展 
－測定器のトレーサビリティの要求の高まり－ 

10 

 １．②規制対応の計量標準 

法規名 義務づけ内容 JCSS引用箇所 施行日 

道路運送車
両法 

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

指定自動車整備規則 
 第13条の2第1項第1号 

H16.5.21 

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

電波法 
 第24条の2第4項第2号ロ 

H16.1.26 

電気通信事
業法 

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

電気通信事業法 
 第87条第1項第2号ロ 

H16.1.26 

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

気象業務法 
 第32条の4第1項第1号 

H14.4.1 

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

気象業務法 
 第27条第3号 

高圧ガス保
安法 

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

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

H5.11.1 

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

知的基盤整備・利用促進プログラム 



3 

分析機器 計測対象 

GC/MS、ICP-MS、LC、AA、
UV、ICP、TOC 

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

ICP、GC 土壌中に含有する有害物質（重金属、
揮発性有機化合物） 

GC/MS、LC 室内空気中の有害物質（ホルムアルデ
ヒド、トルエン）  

GC、LC、GC/MS 輸入野菜等に含有する残留農薬  

ICP、ICP-MS、GC／MS、
EDX、AA、FT－IR 

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

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

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

分析機器と計測対象（例） 

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

（社団法人日本分析機器工業会ＨＰより） 

分析機器市場の拡大 

分析機器生産高推移 
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 １．③標準物質のニーズの広がり 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



国際単位系（SI） 

基準物質 
NMIJ／AIST 

NMIJ CRM
（基準物質） 

一次標準測定法（純度決定） 

（10の業者に頒布業
務を委託し販売） 

・ISOガイド34 
・ISO/IEC 17025 

ユーザー 

CERI（指定
校正機関） 比較・調製 特定標準物質

（国家標準） 

特定二次標準物質 

校正（jcss） 

JCSS登録事業者 

実用標準物質 

校正（JCSS） （登録事業者がいな
い場合、直接供給） 

ＪＣＳＳ制度 

※純物質系 

標
準
品
（自
己
保
証
） 

試薬メーカ
が製造 

一次標準測定法（純度決定） 

NMIJで値付け 
（NMIJを通してSIト
レーサブルを保証） 

定量ＮＭＲ法、凝固点降
下法、クロマトグラフ法 

（純度決定） 

移行もあり 
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 １．④標準物質の整備・提供の現状 

一部はCRM 
（認証機関による認証） 

組
成
標
準
物
質 

ト
レ
ー
サ
ブ
ル 

標
準
物
質 
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【特定標準物質】 
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 １．⑤国内の標準物質の例 

分類 種類 

標準ガス（無機、有機） 34 

無機標準液（金属、非金属） 43 

pH標準液 6 
有機標準液 

（VOC、内分泌攪乱物質） 42 

計 125 

【NMIJ認証標準物質】 

分類 種類 

標準ガス 12 

有機化合物 41 
無機化合物 

（セラミックス、容量分析） 
14 

環境組成標準物質 24 
環境調和型標準物質 

（重金属、難燃剤、はんだ） 
15 

高分子標準物質 
（分子量、強度試験） 

16 

先端材料 
（鉄鋼、多層膜、空孔、イオ

ン注入） 
26 

バイオメディカル標準物質 12 

計 160 

（CERIを通じて供給） （NMIJ CRM） 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



JCSS：計量法に基づき供給される標準物質 

■近年、安全・安心な社会を支える標準物質の整備が急務。 
■トレーサビリティが確保された標準物質の供給が追いついていない状況。 
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 １．⑥安全・安心な社会を支える標準物質 

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

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

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

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

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

知的基盤整備・利用促進プログラム 



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

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

（１）計量標準による長さの測定 

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

（２）標準物質による濃度の測定 

両面間の寸法（長さ）
がそのまま標準に 

レーザ ブロックゲージ 

ノギス 

レーザにより正確に
寸法を決定 

寸法が決まった物
体を測定し、目盛
りが付けられる 

○濃度が分かっている物質 
（標準物質（1.00ppm））を投入 

○濃度の分からない物質を投入 

分析 

分析 

高さが1.00cm 

高さが0.78cm
であれば・・・ 

1.00ppm 

0.78ppm 
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 １．⑦計量標準に期待される役割、機能 
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■通常の業務において行う自らの測定結果が正しいも
のであることを、第三者に説得的に示すためには、自
らが測定に使用した機器はどのようにして校正されて
おり、またその校正の際に参照した標準はどのように
して校正されたものであるのか、を何らかの方法によ
り証明することが必要。 

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

規格 
（ISO・JIS等、型・性能
等を規定したもの） 

製品 認証 

正確な計量が必要 

適切※な“ものさし”が必要 
 

計量標準 

＝
 

 １．⑧ 計量標準の必要性 

16 

濃度（ppm） 

電気信号
（mV） 

標準物質の必要性 

①標準物質の濃度 

②電気信号の数値 

③未知の試料
の分析結果 

④濃度判明 

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

検量線 

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

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

■この換算の際に必要となるのが標準物質。 

※ 社会一般に認
められた共通の基
準（測定のものさ
し）という意味 

計量標準の必要性 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



〔情報共有の場〕 
・国際計量研究連絡会議 

・標準物質DB（RMinfo）  等 

経済産業省 
産総研/NMIJ* 

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

総務省 

NICT＊ 

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

・計量標準の維持・供給 
・国際比較への参加 

厚労省 

国立医薬品食品衛生研究所等 

・標準物質の開発 

環境省 

国立環境研究所 

・標準物質の開発 

農水省 

FAMIC＊ 

・標準物質の開発 

産総研/計測フロンティア 
・計測技術の開発・普及 

＊略称 
NMIJ：独立行政法人産業技術総合研究所 

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

術センター 

国交省 

気象庁 

・標準物質の開発 

国土地理院 

業界団体、学会等 

・組成標準物質の開発 

食品総合研究所 
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 １．⑨計量標準の整備と国の政策との関係 

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

・校正事業者の登録（認定） 

NITE* 

知的基盤整備・利用促進プログラム 
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米国 ドイツ イギリス 韓国 日本 

■我が国は経済規模と比較して政府の国家計量標準機関に対する予算が小さく、2003年に実施された国際度量衡局
（BIPM）の調査※で指摘された「急速に発展する国や環太平洋地域の経済圏での支出はGDPの100×10−6に達する」から
ほど遠い状況にある。 

■さらに、国の経済状況も影響し、産総研への交付金は激減。 
■本来、NMIJとしての最大機能を十分発揮するための必要経費は約300億円程度（GDPの60ppm相当）となるが、2011年度
はその1/5程度。新規課題への対応は先進国の中でもとりわけ深刻な問題。 

●GDPとNMI予算の割合(2008年ベース) 

アメリカ NISTの予算は増加傾向。特に2009年度はAmerican Recovery and Reinvestment Act ( ARRA)に
より大幅な加算が認められた。 

イギリス 政府がNational Measurement System (NMS)に支出する予算は10年前と比較して増加。 

ドイツ PTBの予算は、ほぼ一定。政府機関の人員削減方針に基づいてPTBも年1.5%程度の削減を実施
している（外部予算による採用で多少影響を抑えている）。 

日本 産総研運営費交付金は、この10年間で100億円近く激減。 

国 国家計量機関 

① ② 

①÷②
（×10-6） 

政府からの基
本的な運営資
金（億円） 

名目GDP（
兆円）（2008） 

米国 NIST 770 1471 52  
ドイツ PTB 224 372 60  

イギリス NPL＋LGC＋
NEL 120 271 44  

韓国 KRISS 56 95 59  
日本 NMIJ 69 494 14  

15×10-6 

60×10-6 

●政府によるNMIの支出額とGDPの比率 

●各国の状況 

（×10-6） 
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 ２．①海外国家計量標準機関との人的資源・予算等比較 

※Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM 
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※平成20年度経済産業省委託事業  「知的基盤整備計画」に基づく計量標準（計量トレーサビリ
ティ・システムを含む）、外５分野におけるこれまでの成果の利活用状況及び今後のニーズと課題
の調査報告書（平成２１年３月 株式会社三菱総合研究所）より知的基盤課作成 

Department of Commerce 
商務省 

USMS 
(The U.S. Measurement System) 

米国計量システム 

NIST 
米国国立標準技

術研究所 

主要国家計量標準機関 

ANSI 
米国標準協会 

CANON 

情報通信・バイオテクノロジー 

粘度 

協力 

指定 

行政 

産業界 

国家計量標準の供給 

計量標準ニーズ 

 ２．②米国の動向 －米国における国家標準開発の全体像（USMS）－ 
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■米国における計量標準の開発、維持及び供給は商務省傘下機関のNIST（米国国立標準技術研究
所）が責任を持つ。NIST では、米国産業、国家の計量及び標準ニーズに対応することを目的に、

キャリブレーション、標準参照材料、標準参照データ、試験方法、技能評価材料、計量品質確保プ
ログラムなどの提供を行っている。 

■さらに、USMS(The U.S. Measurement System/米国計量システム)という枠組みの中で国家標準の開

発、維持及び供給を実施。 

■目的：急速に成長、変化する今日の経
済の中で生まれてくる計量ニーズに対
応するための国家の計量基盤を提供 

 
■目標：イノベーターを含む米国企業が、

増加する計量標準に対応可能にする 
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NISTのNational Institute of Standards and Technology Three Year Programmatic Plan 2010-2012 

１．国家の重要な課題について新たなNISTの研究活動を集中化 
① エネルギー （エネルギー分配、効率向上、新エネ開発） 
② 環境 （持続性、気象変動の緩和、気象科学） 
③ 医療 （診断と治療の向上、医療情報、医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 
④ 情報技術 （ｻｰﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ、将来のｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ、ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ） 
⑤ 製造 （製造支援、先進的製造、革新材料、製造効率） 
⑥ インフラ （ｲﾝﾌﾗのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞと向上、柔軟で持続できる構造、ｲﾝﾌﾗのｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝ） 

２．計測科学並びに標準分野において米国のﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟを確実にす
るための、NIST研究室と施設の強化と集中 
○ NISTの施設と装置の高度化 
○ 最新の科学と技術の計測研究の促進 
○ 有効性と効率を最適化するため、ステークホルダーへの戦略的計画と対応

の改善 

３．ＮＩＳＴﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを継続安定して、強化し、完全に活用 

４．効果的な連携と協調を介してNISTの影響を最大化 
○ NISTの能力や地域や国全体に先進的なイノベーションを増幅するため連

携を拡大 
○ 自発的なコンセンサス標準について米国政府のニーズに即して他の連邦

省の支援を強化する 

【予算】 NIST’s FY 2010 予算要求で、研究費 $60.4Mを増額要求 
・エネルギー $19.5M   ・環境 $10M   ・医療 $14M    ・情報技術 $7M 
・インフラ  $4.5M   ・先進量子計測  $5.4M 

① エネルギー （エネルギー分配、効率向上、新エネ開発） 
  ・次世代バイオ燃料の特性評価 
  ・エネルギー貯蔵技術のためのナノエンジニアリング材料 
  ・自動車エネルギー効率向上のための材料研究 
 
② 環境 （持続性、気象変動の緩和、気象科学） 
  ・温室ガス排出の計測 
  ・ナノ粒子のEHS(environmental, health and safety)計測 
  ・気象の遠隔計測 
 
③ 医療 （診断と治療の向上、医療情報、医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 
  ・ジェネリック生物製剤の特性評価と品質保障を支援する計測 
  ・オーダーメード医療を支援する計測 
  ・食の安全を健康を支援する計測 
 
④ 情報技術 （ｻｰﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ、将来のｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ、ﾌﾞ

ﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ） 
  ・クラウドコンピューティング 
  ・複雑な情報システムの計測科学 
 
⑤ 製造 （製造支援、先進的製造、革新材料、製造効率） 
  ・顧客対応型生産システム 
  ・ナノ生産システム 
  ・バイオ生産プロセス 
  ・グリーンマニュファクチャリング 
 
⑥ インフラ （ｲﾝﾌﾗのﾓﾆﾀと向上、柔軟で持続できる構造、

ｲﾝﾌﾗのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ） 
  ・ブロードバンドの活用を支援する 

【重点分野】 【３ヶ年計画の概要】 

 ２．③米国の動向 －米国NISTの 研究計画（2010-2012）－ 
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The America COMPETES ActはNISTの役割をイノベーションと国の競争力強化とし、同時に3年ごとの業務計画を
議会に提出することを求めている。本計画書は2010年から2012年の計画に相当。 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



※平成20年度経済産業省委託事業  「知的基盤整備計画」に基づく計量標準（計量トレーサビリティ・システ
ムを含む）、外5分野におけるこれまでの成果の利活用状況及び今後のニーズと課題の調査報告書（平成21
年3月 株式会社三菱総合研究所）より知的基盤課作成 

NMS 
（National Measurement  System） 

英国国家計量システム 
行政 産・学 

国家計量標準の供給 

Department for Innovation, 
Universities and skills 

（DIUS/英国技術革新・大学・技能省 
（元DTI）） 

DIUS Measurement Board 
（DIUS計量委員会） 

8 Programme Working  Groups 
（８つのワーキンググループ） 

計量ニーズ 

・ステークホルダーによる代表 

・テクニカルなアドバイス 

NPL LGC NEL NWML 

国立物理学研究所 
主要国家計量標準機関 

英国化学者研究所 
分析化学 

英国工学研究所 
流量用 

英国度量衡研究所 
容量 

契約・予算の提供 
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 ２．④英国の動向 －英国における国家標準開発の全体像（NMS）－ 

英国における国家計量システムであるNMS(National Measurement System)は、英国の計量研究所のための基盤
であり、世界クラスの計量科学技術の実現とトレーサブルでより正確な計量標準を産業・アカデミア・行政に提供する
ことを目的としている。 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



NMSインフラストラク

チャ 
39% 

法的義務及び政策義務 
6% 

国際的義務 
6% 

長期的SI 
8% 

課題主導のR＆D 
19% 

戦略的能力の強化 
10% 

知識の伝達 
7% 

管理・策定 
5% 

National Measurement System Strategy Document 2011 – 2015  （July 2011） 

２．測定の優先順位 

１．戦略 
 戦略は「測定におけるリーダーシップ」、「NMSインフラ」、「国の課題への挑戦」 

4．リソース 
4.1 なぜ、政府が資金を提供するか？ 
4.2 政府の投資 
・ 計量インフラの構築に5割程度 
・ 民間が代替できる技術からは撤退する 
4.3 計測の資産 
4.4 効率的な運営 

① 成長：統括的チャレンジ 
  ・国際競争で強くなる優先分野をサポート 
  ・英国ビジネスの革新性を支援する計測技術へNMSを投資 
  ・共同研究のプロジェクトを支援 
  ・ビジネスの測定スキルの訓練 
   
② エネルギーチャレンジ 
  ・二酸化炭素回収・貯蔵、ﾊﾞｲｵ燃料、風力・海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ、燃料電池、水素 
  ・化石燃料、原子力プラントの効率向上 
  ・排出量取引、炭素ラベリング 
 
③ 持続可能性のチャレンジ 
  ・環境負荷分析の支援 
  ・廃棄物の安全性、分析 
  ・気象変動測定の信頼性 
 
④ 健康チャレンジ 
  ・迅速かつ低価格な新薬や治療の導入 
  ・感染症の検出 
  ・身障者の安全・安心を確保する標準化 
 
⑤ デジタルチャレンジ 
  ・次世代情報システム 
  ・ソフトウエアモデリング、シミュレーション 
 
⑥ セキュリティチャレンジ 
  ・化学・バイオ・放射線のトレーサビリティ 
  ・防衛システムの運営と安全 
 
⑦ 優れた科学への投資 
  ・次世代の計測技術とその応用 
  ・新技術の商業化に取り組んで企業との連携を強化 

３．インパクトの実現 
3.1 測定ニーズの理解 
新しい測定の標準や技術、若しくはサービスのような、優先度の高い測定の
ニーズを特定し、最適なソリューションを供給するために、政府、産業界、学会と
パートナーシップを構築する 
3.2 イノベーションインフラストラクチャ 
・水平的な走査を含む情報の共有 
・関連する活動、取り組みやサービスの連携 
・組織間で論点の指摘によるアドバイスや情報への企業からのアクセスを最適
化 
3.3 パートナーとの作業 
3.4 知識の移転 
3.5 スキル 
3.6 規制 
3.7 インパクトの証拠 
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 ２．⑤英国の動向 －英国NMSの研究戦略（2011-2015）－ 

【概要】 【チャレンジ課題】 

2011年から2015年までの英国の計測インフラストラクチャと、特にそのインフラストラクチャへの政府の240m￡（約300億円）の投資に関

する戦略 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



Ｕ
Ｋ 

Ｎ
Ｍ
Ｓ 

研
究
戦
略 

コ
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ン
（研
究
戦
略
へ
の
意
見
公
募
） 

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
用 

 

研
究
戦
略
草
案 

特徴②：ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝのための支援ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ策定 

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ま
と
め 

2010年3月 

2011年7月 2009年5月～9月 

約90の
意見 

2009年3月 

① 英国政府の政策とＮＭＳ課題の関係対応表(2009/3) 
② NMSの経済インパクトに関するケーススタディ(2009/5) 
③ NMSプログラムの分野別ロードマップ(2009/5) 
④ NMSへの追加投資による経済便益の評価(2009/5) 

プログラム作業グループ（Programme working groups） 

特徴①：研究戦略の策定機能 

8分野：化学とﾊﾞｲｵ、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞと流量、音響と放射、材
料、物理、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究、ｿﾌﾄｳｴｱ、革新的計量 
のべ180名、年5日間の参加、ボランティア(無報酬） 

計量委員会（The Measurement Board） 

NMOの持つAdvisory bodies 
ＮＭＳの目的、優先順位、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの進捗 

NMSの目的と戦略、優先順位とﾊﾞﾗﾝｽ、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの
貢献と利用 
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 ２．⑥英国の動向 －英国NMSの研究戦略の策定プロセス－ 

NMO (National Measurement Office) によるUK NMS 2011～2015 戦略の策定 

2年をかけ、多層的な意見交換による戦略ドラフト策定プロセスが特徴的。特にコンサルテーションによるユーザー
ニーズの吸い上げ、経済インパクト評価等の詳細な分析ドキュメント策定等が挙げられる。 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



■信頼性の高い計測を行う上で欠かせない３つの要素がある。まずは、使用する計測器が正確でなければなら
ない（「正確な計測器」）。さらに、計測器をどのように使って測定を行うか（「計測器の正しい使い方」）を取り決
めた手順書と、計測器を手順書に沿って正しく取り扱うことのできる「測定者の高い技能」が必要である。 

■「計測器の正確さ」の担保には“計測のトレーサビリティと国際相互承認”が重要な役目を果たす。“測定方法の
規格” は、「計測器の使い方」を文書化し、皆で使えるよう公開されたものである。また、“技能試験”を行うこと
で「測定者の技量」を確認する。さらに、これらを支える認定制度や法規・法令がある。  

計量標準の知的基盤整
備に主に関係する領域 

正確な計測器 

測定者の高い技能 

計測のトレーサビリティ・
国際相互承認 

計測器の正しい使い方 

測定方法の規格 

教育・技能 

技能試験 認定 
法規 

出典：産総研HP（http://www.aist.go.jp/aist_j/rad-accur/foundation/index.html） 
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 ３．①整備対象範囲 

知的基盤整備・利用促進プログラム 

http://www.aist.go.jp/aist_j/rad-accur/foundation/index.html�


計量法は、取引や証明に用いる計量単位や計量器などの計量の基準について定め、 
適正な計量の実施を確保し、経済の発展及び文化の向上に寄与することが目的 

 
○ 質量、長さなど物象の状態の量について、

その定義、表示方法等を定めている。 

 

 
 
 

計量単位 計量標準の供給 

＜特定標準器の例＞ 

 
○ 経済産業大臣が国家計量標準を指定 。 

大臣から委任された(独)産業技術総合研
究所（産総研）が特定標準器を設定。 

        
  
 
 
 

 

 
 

計量標準の指定 

・物象の状態の量 ； 「放射能」 

・計量単位      ；   「ベクレル（Bq）」          

 

 

経済産業大臣 

産総研 

校正事業者 

民間事業者、 
地方自治体等 

校正 

委任 

校正 

○指定された国家計量標準（特定標準器）は、２次  
標準器等を経て、民間事業者、地方自治体で利
用されている。 

○計量標準の精度は、国に登録された事業者の
校正サービスを通じて、維持されている。 

キログラム原器 

・定義         ；  「一秒間に１個の原子核が崩壊する強さ」       

 

 

計量器の標準となる特定の物象 
の状態の量を現示する計量器 

特定の物象の状態の量の 
標準となる値が付された物質 

＜特定標準物質の例＞ 

メタンガス 

国家計量標準 

２次標準器 

＜質量キログラムの例＞ 

質量キログラム原器 

標準分銅を用い、電子
式天秤による直接比
較による校正を実施 

２次標準器 

電子式天秤による直接
比較による校正 

実用標準器 

質量計測機器の品
質管理に利用 

※法（量）、計量単位令（定義）、計量単位規則（記号） 

※特定標準器    ： 法第１３５条（校正）、第１３６条（証明書の交付） 
※特定標準器以外 ： 法第１４３（登録）、第１４４条（証明書の交付） 

※法第１３４条（特定標準器の指定） 

ユーザーの計量器 
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 ３．②計量標準供給制度（計量法） 

知的基盤整備・利用促進プログラム 

http://matome.naver.jp/odai/2128997665758352501/2128998225158590603�


：標準供給の流れ 

■計量標準の産業界への供給の流れを大まかに示すと、以下のとおり。 

 ３．③計量標準の整備・維持・供給 
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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） 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



■米国（NIST）より供給されている校正サービスの基本的な量目約６００種類に対して、日本において
は、ＮＭＩＪと校正事業者の供給を合わせて約５５０種類の校正が対応可能になっている。 

■ＮＩＳＴの標準供給（校正）サービスレベルを１００％とした場合、下図のとおり国内の標準供給サー
ビスレベルはおおよそ米国と遜色ない程度になってきていると考えられる。 

 ３．④計量標準の整備実績 

NMIJの供給 
＋JCSS登録事業者

の供給 
≒NISTの供給レベル 

27 知的基盤整備・利用促進プログラム 



（校正） （プロセス管理） （規格対応） 

①計測基盤：日本は欧米に匹敵  ⇒ これまでの１０年でキャッチアップ 
②産業基盤：日本の強い部分（鉄鋼、セラミックス、岩石、高分子等）と弱い部分（銅、ガラス、非鉄等）があり ⇒ トー

タルで見ると欧米に匹敵 
③安全安心：欧米が先行、全体的に日本は遅れ気味 ⇒ まだまだ開発整備の余地あり、迅速な対応が求められてお

りニーズが拡大している分野。この分野に重点を置いて整備する必要があるのではないか。 
Japan 
 
NIST（アメリカ国立標準技術研究所） 
 
IRMM（標準物質計測研究所（EU））＋BAM（ドイツ連邦材料試験・研究所） 
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 ３．⑤標準物質の整備実績 

知的基盤整備・利用促進プログラム 
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種 類 

①計測基盤 
（トレーサビリティ） 

②産業基盤 
（妥当性確認） 

③安全安心 
（妥当性確認） 

遺
伝

子
組
み

換
え
農
産
物

 



環境ホルモン 
関係標準 
物質の開発 

Ａ団体 

臨床検査用 
標準物質の 
開発 

Ｂ機関 

インピーダンス 
標準の開発 

Ｃ機関 

標準整備 フォローアップ、継続研究等 

内分泌撹乱化学物質関
連標準物質の研究開発 

（平成11～13年度：NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

フタル酸ブチルベンジル等 
１２標準物質 

国家計量標準 

臨床検査用標準物質
の研究開発 

（平成17～19年度：NEDO知的基盤創成 
          ・利用促進研究開発事業） 

① 産総研認証標準物質 
    （NMIJ CRM）  

ヒドロコルチゾン等 
２標準物質 

② 日本臨床検査標準協議会 
    （JCCLS）  

実試料系９標準物質 

臨床検査用標準物質
の開発・供給・利用の
拡大 

 ３．⑥NEDOプロジェクトを通じた整備（追跡調査①） 
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健康診断や病院での初期診断検査に利用 

定量NMR技術（純度測定
方法）の研究開発へ展開 

規制対象物質の定量
方法として利用 

食品添加物法
公定書に収載 

マイクロ波・ミリ波にお
けるインピーダンス計
量標準の研究開発 

（平成18～19年度：NEDO知的基盤創 
                    ・利用促進研究開発事業） 

高周波インピーダンス 
（3.5 mm同軸) 

国家計量標準 

      電磁環境規制、電波法等の試験、検査に利用 

公設試験所での高周波計測技術の向上支援 

（平成20年度：地域産業活性化事業) 

ミリ波・サブミリ波領域のＳパラメータ測定の国際標準化に
向けた評価技術研究開発（英国研究機関との共同研究） 

（平成21～25年度：ＮＥＤＯ産業技術研究助成事業) 

高周波インピーダンス範囲拡大 
（7 mm, N型同軸) 

国家計量標準 

混合標準液の標準物質を
整備 

（平成21年度：基準認証研究開発事業） 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



高分子標準 
物質の開発 

Ａ団体 

透明導電膜 
材料の標準 
物質の開発 

Ｂ大学 

核酸標準物質 
の開発 

Ｃ機関 

DNAチップの互換性
向上のためのSIトレー

サブルな核酸標準物
質の作製・評価技術
の研究開発 

医療用バイオチップ実用化促進に向けたヒト
核酸の測定プロセスに関する国際標準化 
（平成23～24年度：国際標準共同研究開発事業) 

（平成20～22年度：NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業 
（日米先端技術標準化研究協力） 

（平成23年度から頒布） 

定量分析用デオキシリボ核酸 
     (DNA)水溶液 

産総研認証標準物質 
（NMIJ CRM 6203-a）  

高分子に関する標準
物質の研究開発 

（平成11～13年度：NEDO知的基盤創成・利用促進研究開発事業） 

ポリスチレン５００等９物質 

産総研認証標準物質 
    （NMIJ CRM ）   

環境配慮設計推進に
係る基盤整備のための
調査研究 

      （平成17～18年度 ：NEDO調査研究事業） 

臭素系難燃剤含有 
ポリ塩化ビニル等５物質 

産総研認証標準物質 
    （NMIJ CRM ）   

      ＲｏＨＳ指令対応の標準物質として、ＥＵ輸出向けの製品分析に利用 

      医療、環境、食品分野等の核酸分析に幅広く利用 

次世代薄膜デバイス産
業支援用標準物質の
研究開発 

（平成14～16年度：NEDO知的基盤創成 
          ・利用促進研究開発事業） 

超高速レーザフラッシュ法による
薄膜熱拡散率計測技術と透明導
電膜標準物質の標準化調査研究 

      情報機器・電子デバイスの薄膜利用を４位一体の知的基盤でサポート 

（平成17～18年度：NEDO開発成果フォローアップ標準化研究） 

JIS R1689 – 2011 
 ファインセラミックス薄膜の 
 熱拡散率の測定方法 

ISO提案へ 

    熱物性ＤＢ 

産総研標準物質 
（NMIJ RM 1301-a）  

窒化チタン標準薄膜 

【①標準物質の開発】 

【③測定技術の標準化】 

【②実用測定装置の開発】 薄膜熱物性測定装置の開発 
（平成20年度） 

【④データベースの整備】 

薄膜熱物性測定装置 
の上市化 
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 ３．⑥NEDOプロジェクトを通じた整備（追跡調査②） 
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標準整備 フォローアップ、継続研究等 



＊  アジア地域における標準物質開発ネットワーク 

■締結済みのもの 

サイン年月 相手 内容 期限 知財 

2001/6 NIMT（タイ） 計量標準の技術協力 無期限 簡素な記述のみ 

2006/2 NIST（米国） 
(日本側はAIST) 

MRA＆科学技術協力(延長
予定) 

5年 無し 

2007/11 NMIA（豪州） 計量標準の技術協力 5年 あり：使用に当たって別途用意 

2009/7 ACRM＊ 
(NIM, KRISS) 

CRM開発 6年 AISTひな形 

2009/10 INMETRO（ブラジル） 計量標準の技術協力 5年 AISTひな形 

2010/3 NIM（中国） 計量標準の技術協力 5年 AISTひな形 

2011/5 KRISS（韓国） 計量標準の技術協力 5年 AISTひな形 

2011/5 CENAM（メキシコ） 計量標準の技術協力 5年 AISTひな形 

2012/2 KATS（韓国） 計量標準の技術協力 5年 無し 

■新規に締結を進めつつあるもの 

サイン年月 相手 内容（案） 期限（案） 知財 
BAM(ドイツ) 化学と材料の標準の科学技

術協力 
5年 AISTひな形 

KIM-LIPI(インドネシア) 計量標準の科学技術協力 5年 AISTひな形 

 ３．⑦海外の計量標準機関との連携状況 

NMIJと海外計量標準機関との技術協力状況 
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 ３．⑧海外の計量標準整備への貢献実績 
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1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

NIMT発足 

第24次円借款7.5億円､タイ国内予算約10億円 

第25次円借款22.5億円 

J/
N
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(5
年

) 
延
長

 

10/15 

10/15 

10/15 

NMIJ、JQA、JEMIC、CERI、
NITE 
本邦研修３ヶ月 
短専訪問１ヶ月 
認定審査 

NMIJ、JQA、JEMIC、CERI、NITE 
フォローアップ、認定審査 

42量目技術移転 
本邦研修43名 
専門家派遣105名 

総計36量目の認定審査 

計量標準の分野 技術移転した標準の数
長さ関連量 8
質量関連量 7
時間・周波数 1

電磁気 12
測温 3
化学 6
測光 2

音響・振動 3

新庁舎2005/7完成、2006/8式典 

JICA/NIMTプロジェクト発足(2002/10/15) 

終了時評価(2007/10/15)→１年延長 

新庁舎建設開始 

第１回ASEANセミナー・ワークショップ 2004/1/26 （波長標準、音響標準） 
第２回ASEANセミナー・ワークショップ 2004/2/24 （幾何学量標準、直流高電圧標準） 
第３回ASEANセミナー・ワークショップ 2005/1/26  （硬さ標準、抵抗標準、化学標準） 
第４回ASEANセミナー・ワークショップ 2005/11/30（e-trace、振動標準、時間周波数標準） 
第５回ASEANセミナー・ワークショップ 2007/1/31 （高周波標準、角度標準） 
第６回ASEANセミナー・ワークショップ 2007/8/22 （圧力標準、表面性状） 
第７回ASEANセミナー・ワークショップ 2008/8/6  （測光標準、レーザーパワー標準) 

◆NIMT新庁舎 

◆セミナー・ワークショップ開催実績 

◆技術移転した計量標準の数（42量目） 

■産総研NMIJは国際協力銀行（JBIC）及び国際協力機構（JICA）と協力し、タイ王国の国家計量標準機関（NIMT）の設立
を支援。 

■具体的には、2002年10月から5ヶ年計画のプロジェクトを立ち上げ、放射線標準を除く全分野を対象に、特に計量標
準として重要な42の量目をタイ王国に整備し、発展途上国の技術基盤の確立に貢献。 

◆ワークショップを通じ研修生受入 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



●グリーン・イノベーションの実現を支える計量標準

新エネルギー源の利用に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-1 物理 圧力 高精度圧力計
気体ゲージ圧力
2014年度まで： ～ 70 MPa
2020年度まで： ～ 100 MPa

◎ ○

N-2 物理 流量 気体小流量
2014年度まで：0.005 g/min～100 g/min, H2、都市
ガス

◎

N-3 物理 直流･低周波
蓄電池・キャパシタの内
部インピーダンス

内部インピーダンス：10 mΩ～100Ω/ 1 kHz以下
2014年度まで：不確かさ 0.5%
2020年度まで：不確かさ 500 ppm

◎ ○

N-4 化学
高純度物質、
標準液

液体燃料中成分(バイオ
燃料以外)

2014年度まで：硫黄分析用標準液 ◎ ○

省エネルギー技術の開発・利用に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-5 物理 時間 時刻
2014年度まで：不確かさ 50 ns
2020年度まで：不確かさ 20 ns

◎ ○

N-6 物理 密度 PVT性質
2014年度まで：0～150 ℃ / 圧力：0 MPa ～ 20 Mpa

/ 密度 0 kg/m
3
 ～ 1700 kg/m

3

2020年度まで：混合物へ拡張
◎ ○

N-7 物理 高周波
利得・偏波分離度(ホーン
アンテナ、電波暗室、ニア
フィールド走査システム )

2014年度まで：周波数拡張（～110GHz）、偏波分離
度校正（～110GHz）、パターン校正（～110GHz）
2020年度まで：周波数拡張（～300GHz）
（以上法規制等による特定点）

◎ ○

N-8 物理 高周波 散乱断面積(RCS)

50GHz～110GHz（法規制等による特定点）
2014年度まで：モノスタティックRCS（校正範囲対象：
金属球、金属平板、コーナリフレクタ）
2020年度まで：バイスタティックRCS（金属球、金属
平板、コーナリフレクタ）、校正対象範囲の拡大（反
射レベルの低い誘電体ターゲット等への対応）、ポ
ラメトリックRCS

◎ ○

N-9 物理
測光量・放射
量

分光全放射束
2014年度まで：可視域　４π放射光源用、可視域　２
π放射光源用

◎

N-10 物理
測光量・放射
量

高強度LED全光束 2014年度まで：10 lm～200 lm、UV-LED ◎

N-11 物理 固体物性 熱流密度・熱伝導率
2014年度まで：熱流密度標準
2020年度まで：比較的低い熱伝導率の標準物質又
はデータ

◎ ○

バイオマス資源の利用技術に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-12 物理 流量 石油小流量
2014年度まで：灯油、軽油、0.00005 m3/h～0.1
m3/h

◎

N-13 物理
密度
粘度

バイオ燃料

2014年度まで：密度 0 kg/m
3
 ～ 1700 kg/m

3
 / 粘度

1 mPa･s ～ 500 Pa･s　/ 温度　0 ℃～ 100 ℃ / 圧
力　0.1 MPa
2020年度まで：密度 0 kg/m3 ～ 1700 kg/m3 / 粘
度　1 mPa･s ～ 500 Pa･s　/ 温度　-40 ℃～ 150
℃ / 圧力　0.1 MPa～300 Mpa

◎ ○

N-14 化学 高純度物質 バイオ燃料 2014年度まで：メタノール、エタノール ◎

N-15 化学
組成型標準物
質

バイオエタノール
2014年度まで：バイオエタノール（水、メタノール、硫
黄、銅分析用）
2020年度まで：認証項目拡大

◎ ○

N-16 化学
組成型標準物
質

（バイオ）燃料中の規制項
目

2014年度まで：バイオディーゼル燃料（水、メタノー
ル、硫黄ほか分析用）など
2020年度まで：認証項目拡大／あるいは他の代替
燃料

◎ ○

資源再利用システムの信頼性評価に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

ま

３．⑨計量標準整備計画
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N-17 化学
材料マトリック
ス型

環境安全配慮設計工業
材料
（RoHS, REACH)

2014年度まで：プラスチック中の金属、プラスチック
中のハロゲン、プラスチック中フタル酸エステル類、
玩具、包装材中の鉛など

◎

N-18 化学
組成型標準物
質

POPsおよびREACH規則
に該当する有害微量有機
物質

2014年度まで：フッ素系界面活性剤分析用工業材
料（プラスチック・繊維など）

◎

●ライフ・イノベーションの実現を支える計量標準

医療の信頼性確保に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-19 物理 超音波 超音波標準

超音波パワー：
2011年度まで：0.5MHz～5MHz，15 W～ 70 W、
2014年度まで：100 W
2020年度まで：200 W

超音波音圧（ハイドロホン音場感度）：
2014年度まで：0.5MHz-40MHz
2020年度まで：0.5MHz-100MHz

◎ ○

N-20 物理 放射線
高エネルギーX線・電子

線水吸収線量

2014年度まで：高エネルギーX線：6, 10 MV、高エネ
ルギー電子線：6, 9, 12 MeV
2020年度まで：高エネルギーX線：１5 MV、高エネル
ギー電子線：15, 18, 22 MeV

◎ ○

N-21 物理 放射線
治療用小線源水吸収線
量標準

2014年度まで：β線源水吸収線量標準、I-125密封
小線源標準
2020年度まで：Ir-192HDR小線源標準

◎ ○

N-22 物理 放射線 マンモグラフィ線量標準 2014年度まで：Mo/Rh、Rh/Rh ◎

N-23 化学
臨床検査用標
準物質

臨床検査用低分子化合
物標準

2014年度まで：純物質（ステロイドホルモン類、トリ
オレイン）、血清（ステロイドホルモン類）
2020年度まで：血清（その他ホルモン類）

◎ ○

N-24 化学
臨床検査用標
準物質

核酸標準物質 2014年度まで：DNA（定量用）、RNA（定量用） ◎

N-25 化学
臨床検査用標
準物質

臨床検査用タンパク質・
ペプチド標準

2014年度まで：C反応性蛋白溶液（新規値付け）、血
清（インスリン関連ペプチド）
2020年度まで：対象物質の拡大

◎ ○

N-26 化学
臨床検査用標
準物質

アミノ酸標準物質
2014年度まで：純物質（アラニン、ロイシン、アルギ
ニン、リジン）

◎

食品の安全性確保に資する標準物質　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-27 化学

組成型（医薬
部外品・化粧
品・栄養補助
食品分析用）

医薬部外品・化粧品・栄
養補助食品中の微量元
素

2014年度まで：サプリメント
2020年度まで：化粧品

◎ ○

N-28 化学
組成型（食品
分析用）

農作物、水産物、オイル、
飲料水中微量元素および
化学形態（および栄養表
示基準成分）

2014年度まで：茶葉、大豆（無機単独）、水道水、頭
足類、食用油
2020年度まで：ミネラルウォーター、貝類

◎ ○

N-29 化学
組成型標準物
質

食品中有機汚染物質
2014年度まで：キャベツ、ネギ、大豆、リンゴ（有機リ
ン系、ピレスロイド系農薬など分析用）など
2020年度まで：食品中の有機汚染物質

◎ ○

N-30 化学 標準液 化学形態分析用標準液 2014年度まで：アルセノ糖 ◎

生活環境の健全性確保に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-31 化学 環境標準
栄養塩分析用海水標準
物質

2014年度まで：溶存シリカほか ◎

N-32 化学
高純度物質、
標準液

揮発性有機化合物標準
液

2014年度まで：1,4-ジオキサンなど ◎ ○

N-33 化学 純物質 容量分析用
2014年度まで：Zn、しゅう酸ナトリウム、塩化ナトリウ
ム

◎

N-34 化学
組成型標準物
質

環境試料中のPOPs規制
に該当する有害微量有機
物質

2014年度まで：生物試料（フッ素系界面活性剤分析
用）など

◎

N-35 化学 標準液 電気伝導度 2014年度まで：10 S/mなど ◎
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N-36 化学 標準液 元素標準液
2014年度まで：Ti, Sc, Y, Be, Ge, PD, Hf, Zr, W, Nb,
Au, Ag, Si, Iイオン,鉛100 ppm（同位体比）など

◎

N-37 化学
標準液・高純
度物質

有害化学物質（農薬類・
環境ホルモン類・難分解
性汚染物質など）

2014年度まで：PFOA・PFOS関連物質
2020年度まで：PFOA関連混合標準

◎ ○

N-38 化学 標準ガス
室内環境、大気環境用標
準ガス

不安定な成分や低濃度ガス、例えば、
2014年度まで：ホルムアルデヒドなど

◎

N-39 化学 標準ガス 温暖化ガス標準ガス
2014年度まで：大気成分の中で高精度測定または
排出量の低減が必要な温暖化ガス
2020年度まで：O2など

◎ ○

●産業の国際展開を支える計量標準

国際通商を支援する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-40 物理 高周波 超高周波電力

40 GHz ～ 325 GHz;
0.10 V ～ 0.25 V
2014年度まで：40 GHz ～ 75 GHz
2020年度まで：75 GHz ～ 110 GHz、110 GHz ～
170 GHz、170 GHz ～ 265 GHz
、220 GHz　～ 330 GHz

◎ ○

N-41 物理 高周波
電磁界強度(ﾎｰﾝ, 電波暗
室, PFDﾌﾟﾛｰﾌﾞ)

2014年度まで：1 GHz ～ 18 GHz
2020年度まで：18 GHz ～ 40 GHz

◎ ○

N-42 物理 高周波 低周波磁界強度標準
2014年度まで：50, 60Hz、10Hz-400kHz（法規制等
による特定点）
2020年度まで：強度レベル拡張

◎ ○

N-43 物理 高周波 高周波位相量(同軸）
2014年度まで：10 MHz ～ 18 GHz, 0 ～ 360 °
2020年度まで：18 GHz ～ 50 GHz, 0 ～ 360 °

◎ ○

N-44 物理 高周波 高周波減衰量(導波管）
2014年度まで：75 GHz ～ 110 GHz, 60 dB以下
2020年度まで：110～325 GHzの一部, 40 dB以下

◎ ○

N-45 物理 高周波
高周波電力
(2.9 mm及び2.4 mm同軸)

2014年度まで：10 MHz ～ 50 GHz@
 1 mW、10 MHz ～40 GHz,@(1 mW, 10 mW)

◎

N-46 物理 高周波 高周波ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(差動)
2014年度まで：～1 GHz
2020年度まで：1 GHz～

◎ ○

N-47 物理 高周波
高周波ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(ミリ波
同軸)

2014年度まで：10 MHz ～110 GHz ◎

N-48 物理 高周波
高周波ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(導波
管)

2014年度まで：10 MHz ～ 500 GHz ◎

N-49 物理 高周波
電磁界強度（GTEMセ
ル,PFDプローブ）

2014年度まで：30 MHz ～ 1 GHz、
2020年度まで：周波数拡張; ～2 GHz

◎ ○

ナノデバイス・ナノ材料の開発・利用に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-50 物理 幾何学量 AFM方式粗さ測定
2014年度まで：平均粗さ: 0.5 nm ～ 50 nm
2020年度まで：0..2 nm～2.5 m範囲拡大

◎ ○

N-51 物理 幾何学量 線幅（パターン寸法）
2014年度まで：50 nm～0.5 μm
2020年度まで：10 nm～0.5 μmへ範囲拡大

◎ ○

３５



N-52 物理 幾何学量 平面度
2014年度まで：測定範囲: 500 mm 不確かさ: 5 nm
2020年度まで：測定範囲: 1000 mm 不確かさ: 5 nm

◎ ○

N-53 物理 湿度 微量水分
2014年度まで：Ar中微量水分標準確立。
2020年度まで：Ar中微量水分測定用のN2-Ar変換
係数情報の提供。

◎ ○

N-54 物理 固体物性 薄膜熱物性標準物質
2014年度まで：薄膜熱拡散率成果普及品100nm
2020年度まで：薄膜熱伝導率成果普及品100nm

◎ ○

N-55
物理
化学

粒子・粉体特
性

粒径分布
2014年度まで：粒径分布幅(30 - 300 nm)、粒径(10-
30 nm)
2020年度まで：粒径分布測定器、粒径(1-10 nm)

◎ ○

N-56 化学 薄膜標準物質

膜厚標準物質（膜厚10nm
以下）
膜厚校正
ナノ粒子分散薄膜

2014年度まで：極薄シリコン酸化膜（3～10nm）
2020年度まで：膜厚：3 nm～10 nm、界面組成及び
他の分析手法との比較情報の提供

◎ ○

N-57 化学
先端材料標準
物質

ナノ粒子標準物質

2014年度まで： d av =100 nm　σ=10% 粒径・粒径分

布、SLS有機溶媒系、 dav=200 nm　σ＞15% 粒径・
粒径分布、SLS水系
2020年度まで：シングルナノ(<10nm）、シングルナノ
（<5nm）
2014年度までにナノ安全試験用標準物質

◎ ○

N-58 化学
先端材料標準
物質

ナノ機能物質

2014年度まで：Si基板中As量（～1E15As/cm2程
度）、Si基板上のHｆ物質量（2nm相当）、陽電子寿命
測定用金属系標準物質
2020年度まで：半導体材料組成、多孔質薄膜標準
物質 、半導体材料組成範囲拡大

◎ ○

N-59 化学
先端材料標準
物質

高分子標準物質
2014年度まで：ポリスチレン（低分子量）、ポリカーボ
ネート（低分子量）
2020年度まで：均一PEG、共重合体

◎ ○

ロボットシステム利用の安全性確保に資する計量標準　

整理番号
物理標準/
化学標準

種類 項目 供給範囲
2014年度

まで
2020年度

まで

N-60 物理 トルク
出力計測装置の動トルク
特性評価

出力計測装置の動トルク特性評価
2014年度まで：2次標準器開発（5 N∙m～100 N∙m）

◎

N-61 物理 振動加速度 角振動
2014年度まで：角速度（DC特性）　1 deg/s - 100
deg/s
2020年度まで：角振動（AC特性）　1 Hz - 1 kHz

◎ ○

N-62 物理 衝撃加速度 衝撃加速度
2014年度まで：加速度　200 m/s

2
-5000m/s

2
　電荷

感度、加速度　50 m/s
2
 - 10000 m/s

2 ◎

３６

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト
◎：２０１４年度までに新規に立ち上げ予定○：上記のうち、2015～2020年度で更に高度化*を予定　　＊範囲の拡張や不確かさの低減など含む

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト

YNAE3106
タイプライターテキスト
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 ３．⑩計量標準関連予算の推移 
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産総研NMIJの計量標準関連予算 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



 ４．①ヒアリング結果を踏まえた整理 
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ヒアリング結果を踏まえた問題点の整理 新たな整備の方向性 

①イノベーショ
ン創出 

（※国の基本方針、海外動向も
踏まえ設定） 

②中堅・中小
企業対策 

（※国の基本方針、ヒアリング結
果を踏まえ設定） 

 

③国際展開 
（※国の基本方針、ヒアリング結

果を踏まえ設定） 

整備方針 

組織、体制、 
役割分担 

計量トレーサビリ
ティの普及 
（PR、制度等） 

アジア展開 

■これまで整備側の論理が先行。 
 
■欧米における計量標準分野の研究戦略は、イノベーションを通じた産業育成にシフト。
また、関係するステークホルダーとの連携を強化。日本としても戦略的な対応が必要。 

■産業の屋台骨を支える中堅・中小企業に十分に計量標準が認知されていない。 
 
■中堅・中小企業はコストを重視。また、整備側が中堅・中小企業を取り巻く取引環境の変化に
目を向けていなかった。 

 
■JCSS制度では以下の大きな４つの課題 
・認知度・普及率が低い（依然、JIS校正からJCSS校正への切り替えをしない潜在ユーザー
等の存在） 
・価格が高い（維持・管理費がサービス料金へ付加） 
・校正範囲（電気分野、組立量等）にまだまだ拡大の余地あり 
・実効性に欠ける審査（技術的ハードル、期間等） 

 
■校正事業者に対するインセンティブの欠如 

■欧米に比べ計量標準整備に係るリソース（人、モノ、金）が不足。 
 
■組織立った方法で広い範囲から多様な計量ニーズを定期的に把握する機能が弱い。 

（国家標準の開発ニーズ、実用標準の高度化、・・・ ） 
 
■重要なニーズに対応するための計画を立案し、適切な実施者とリソースを配置する機能、日
本全体の計量標準の開発・供給の総合調整機能が弱い。 
（NMIJ、指定校正機関、認定機関、校正事業者、関係団体、規制官庁・・・ ） 

 
■計量システムの状況に関してステークホルダーに報告する機能が弱い。 

（NMIJ計測クラブ、セミナー、フォーラム、協議会、・・・ ） 

A2LA（米国）と
の比較で顕著 

■アジアでも精度が求められる時代だが、現地の計量標準の質は日本に比較して低い。 
 
■欧米の有力なNMI（ドイツPTB等）は、計量標準とのパッケージでアジア各国に対して
自国の機器等の売り込みを加速。 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



 ４．②実用的な校正範囲 

■これまでJCSSで認定してきた校正の量目と範
囲が限定的。 国家標準から実用標準までのつ
なぎが不十分。 

 
■JCSSは重層的な認定構造であり、他方、米国
のA2LAは校正の量目や範囲が広いものが多
い。 

＜JCSSとA2LAとの体系の比較（一例：角度）＞ 

■「jcss」は国内A機関の持つ特定二次標準器 
 
■「A2LA」は国内A機関の校正サービスとして供給 

量的な整備（基本的な種類）
は世界にキャッチアップ 

国内ユーザーにとって供給範
囲が不十分 
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（米） 

（日） 

しかし 

JCSS：これまで認定してきた範囲が
主として二次標準レベル 

 
A2LA：実用標準レベルも多くカバー 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



日本（JCSS） 米国（A2LA） 

対象範囲 
（実績） 

特定標準器の設定から特定二
次標準器を用いた事業者の校
正までの高次の標準が主 

現場計測器の校正までの実用的
な標準が主 

体制 
 

審査の厳密性・透明性・公正の
担保に重きを置き、公開文書を
ベースに審査を運営 

現場に合わせた柔軟な審査が求
められ、技術審査員の属人的な
面に依存する運営 

メリット・デメ
リット 

質（精度、不確かさ）は良いが、
実効性（体制、範囲）に欠ける 

実効性（体制、範囲）はあるが、
質（精度、不確かさ）は良いとは
限らない 
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 ４．③利用促進に係る問題 

■校正手順、利用する標準の区分、審査員構
成などで米国のほうがユーザー視点の認定
実績 

 
■日本ではこれまで高次の範囲の標準の認定
が多く、供給される標準の質はいいものの、
それよりも事業者の維持管理の負担が大き
くなり、そこから派生する問題点が多く指摘さ
れる 

 
■結果として、校正サービスへの料金付加とな
り、末端ユーザーの利用を阻害している構造 

日米の認定実態の比較 

■認知度が低い 
・そもそも知らない 
・知っているが重要性を認識していない 
・入手先が分からない 

 
■不確かさよりもコストを重視 
 
■取引環境の変化 
・自らトレーサビリティを確保する時代に突入 
・海外企業を相手にすることが多くなり、各種
規制への対応が必要 

■組織立った方法で広い範囲から多様な計量ニーズを定期的に把
握する機能が弱い。 
（国家標準の開発ニーズ、実用標準の高度化、・・・ ） 

 
■重要なニーズに対応するための計画を立案し、適切な実施者とリ
ソースを配置する機能、日本全体の計量標準の開発・供給の総合
調整機能が弱い。 
（NMIJ、指定校正機関、認定機関、校正事業者、関係団体、規

制官庁・・・ ） 
 
■計量システムの状況に関してステークホルダーに報告する機能が弱
い。 
（NMIJ計測クラブ、セミナー、フォーラム、協議会、・・・ ） 

中堅・中小企業の状況 PRの不足、ニーズ把握の不足 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



 ５．①計量標準整備における整備・利用促進方針 
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■ 計量標準の整備・供給体制の効率化 
恒常的に動かしていく仕組み 

  ・国家戦略における知的基盤整備の
明確な位置付け 
・中核的司令塔の明確化 

  ・リソースの確保等 
  
国が行う整備の方向と優先順位 

  ・ニーズの把握と効果測定 
  ・国の優先課題を踏まえた選択と集中 
  
標準供給運用の高度化 

  ・標準供給における官民の役割分担 
  ・民間機関との協働による標準供給の

拡充 

■ ユーザーの利便性向上 
分かりやすい使いやすい計量標準整備 
・整備成果の利用促進 
・中堅・中小企業への普及 
・公設試験研究機関との連携   
 
情報技術への対応 

  ・計量トレーサビリティの確立に資する情報の管理 
   ・計量標準の積極的な拡充を支援する情報の整備 
  ・計量の啓発を促進する情報の充実 

■ 計量標準整備全体 
競争力強化と利便性向上に資する統合的な基盤整備 

  ・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、及びそれらによって得られたデータ
の蓄積等に関する情報を統合的に整備 
・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 

整備方策 利用促進方策 

知的基盤整備・利用促進プログラム 



近年、英国NMOでもケーススタディによる便益評価が行われている。 
米国NISTと同様に計量標準に関する研究の成果は、校正、標準化、試験法開発、データベースと多岐にわたる
が、定量的に評価した経済的な便益は、おおむねNISTの分析と同程度である。 

 ５．②整備方策 －欧米の取組－ 

国が行う整備の方向性や優先順位などを決定する際、計量標準や関連プロジェクトが社会に与えるイ
ンパクト（アウトプット・アウトカム、経済効果等）の評価を行い、基礎的な判断材料とすることが重要。 

米国NISTでは、1990年代から継続的に計量標準の経済イ
ンパクト評価を実施している。このような評価を基に、計量
標準が社会に与える経済的便益を政策及び財政の関係者
に示している。 
ケーススタディによる便益評価において、NISTの開発した
研究やサービスの影響をすべて評価することは不可能であ
るため、NISTの研究成果から直接的に利益を受ける顧客
の分析に集中している。限られた顧客への分析であるが、
それでも一般的にNIST研究成果の収益率は、民間の収益
率に一貫して一致するか、それを上回ると結論付けている。 
また、NISTの行うインフラテクノロジーの公的な投資（公共
財の投資）は民間の独自技術の投資（私的財の投資）を補
完し、大きな経済成長を生じると位置づけている。 

米国の例 

英国の例 

http://www.nist.gov/director/planning/studies.cfm 

＜NISTホームページにおけるアウトプット、アウトカムの分析表＞ 

42 知的基盤整備・利用促進プログラム 

http://www.nist.gov/director/planning/studies.cfm


  ５．③整備方策 －米国NISTにおける経済インパクト評価①－ 

＜例：経済インパクト評価のイメージ（1/2）＞※NISTの例をもとに概念整理 

43 知的基盤整備・利用促進プログラム 



＜例：経済インパクト評価のイメージ（2/2）＞※NISTの例をもとに概念整理 

44 知的基盤整備・利用促進プログラム 

  ５．③整備方策 －米国NISTにおける経済インパクト評価②－ 



 ５．④利用促進方策 －わかりやすく使いやすい計量標準整備－ 
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規制への取り入れ 実用的な校正事業者育成 

普及啓発 
公設試との連携による
中堅・中小企業支援 

（現状） 
・計量トレーサビリティの概念が浸透してい
ない法規制（技術基準、試験法等）が存在 
・標準物質の場合、ユーザーは自己調整品
や法令に準拠した標準品を使用 

 
（方策） 
・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 
・法規制への適用、利便性・信頼性の向上に
資する 

（現状） 
・現場計測器に要求される水準に見合
った校正サービスを提供する事業者
が十分に育っていない 
 
（方策） 
・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の育成を図る  

（今後） 
・公設試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、必要な情報
はフィードバック 
・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 
等の取組を通じて、中堅・中小企業のもの
づくり基盤、技術力向上に貢献 

（現状） 
・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 
・イノベーションの担い手として重要な役割が期待される
中堅・中小企業からのニーズ収集が不可欠 

（今後） 
既存の講演会・フォーラム等による
取組を強化するとともに、以下のよ
うな活動を行う 
 
・計量標準・標準物質の活用事例を
まとめ事例集として広く提供 
・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 
・主に二次・三次ユーザーを対象と
した計測技術ガイド等の作成 等 

事例Ａ 

○・・・ 
○・・・ 

計測技術ガイド 

事例集 

知的基盤整備・利用促進プログラム 
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校正技術に関する技術
文書、学術論文 等 

情報やデータの開放・連携 
＜産総研を中心とした分散統
合型データベース管理＞ 

各工業会が作成した
ガイドブック等 

校正可能な計量計測器、
校正範囲や校正事業者、
標準物質、その他付加
的な情報を検索 

標準物質や物理定
数等、他のデータ
ベース 

工業会 

産総研 

国内外標準物質
データベース 

登録事業者
データベース 

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環境を整備し、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につなげていくことが重要。 

ユーザ 

NITE 商社 

他機関 

（イメージ） 

計量標準データ 

産総研 

インデックス等の共通
化による利便性向上 

知的基盤整備・利用促進プログラム 

計測・分析・評価
の規格データ 

協会 



 ５．⑥利用促進方策 －国際・アジアへの対応－ 

 
【日本側】 

◎アジアに進出している日系企業が、日本と同等な
正確さと迅速さで校正サービスを享受、品質向
上、校正にかかる投資軽減 

◎アジアでのビジネス展開拡大 
◎NMIJのプレゼンス向上 
◎計測評価方法等の国際標準化を後押し 

【相手国】 
◎国内の標準供給体系、ものづくり基盤の整備 

期待される効果 

NMIJ 

産総研NMIJを中核とし、セクター
一丸となり計量標準を展開 
→ 計測インフラ形成支援 

海外NMI 

海外NMI 

海外NMI 

海外NMI 

 
 
◎整備レベルに即した計量標準機関同士の連携・

協力 
①中国・韓国 
 ・ネットワークの強化 
②タイ・ベトナム・インドネシア・シンガポー
ル・マレーシア・ミャンマー等 
・機関に対する技術指導、人材交流 
・現地日系企業が参加した実証試験等 

 
◎加えて、NMIJと計測器メーカや試験検査分析事

業者等との官民連携による戦略的展開を加速 

戦略・方針 

日本の計測
インフラの
現地展開 

メーカ 

業界団体 

計測分析事業者 

国際貢献と成長果実の環流 

47 知的基盤整備・利用促進プログラム 
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6 【用語集】
用語 意味

キ キログラム原器

白金90%、イリジウム10%の合金製の金属塊であり、それ自体が質量の単位「キロ
グラム（kg）」を表すものとして定義されている。国際キログラム原器は、フランス・
パリの国際度量衡局に保管されており、日本国キログラム原器の質量は、約30
年ごとに国際キログラム原器と比較校正され、その質量値の同等性が確認され
ている。なお、日本国キログラム原器は、1889年（明治22年）に日本に配布され、
現在は産総研（つくば）に保管されている。

ケ 計測クラブ
会員とNMIJの計量・計測に関わる技術交流を目的に、産総研ＮＭＩＪが事務局を
努める情報発信の場。

計測標準フォーラ
ム

国内の計量・計測の関係者が一堂に会する場。産業技術総合研究所の主催によ
り年１回程度開催している。

計量標準 計量の基準となるもの。正しいものさし。

計量法
計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の
向上に寄与することを目的とする日本の法律。

原器
各種物理量の単位を定義するための標準器。プロトタイプ。現在、国際単位系（Ｓ
Ｉ）における原器は質量の単位を表すキログラム原器のみ。

コ 校正
計器又は測定システムによって指示される量の値，若しくは，計器又は標準物質
によって表される値と，標準によって実現される対応する値との間の関係を，特
定の条件下で確定する一連の作業。英語ではcalibration。

校正証明書
校正した結果は文書に記録される。この文書は、通常、「校正証明書」と呼ばれ
る。

公設試（公設試験
研究機関）

全国の自治体に設置されている公設の試験研究機関（例：○○県産業技術セン
ター）

国際計量研究連絡
委員会（国計連）

昭和52年以来毎年開催され、計量標準、標準物質及び法定計量に関する我が
国全体の意向が国際取り決め等において反映するような活動を行う団体。平成
13年４月１日から独立行政法人産業技術総合研究所理事長の諮問委員会として
位置付けられた。委員会の委員は、計量標準又は法定計量に関係する行政機関
の職員、独立行政法人の職員、学識経験者、業界関係者等で構成される。

国際単位系 国際的に決められた世界共通の単位系。ＳＩ単位系ともいう。

国際度量衡総会
（ＣＧＰＭ）

メートル条約の最高意志決定機関。

国際度量衡委員会
（ＣＩＰＭ）

国際度量衡総会の決定事項の代執行機関。事実上の理事機関。

国際比較

日本の計量標準と、他の国の計量標準との同等性の確認のため、定期的に行わ
れる試験。国際度量衡委員会（CIPM）の下部組織である各計量分野の諮問委員
会（CC）が主催するＣＩＰＭ基幹比較（key coparison）や、地域の計量組織が主催
する国際比較、２国間の国際比較などが実施されている。国際比較の結果は、国
際度量衡局(BIPM)が管理するデータベース（KCDB Appendix-B）に登録され、
ウェブ上で公表されている。

サ
産業技術連携推進
会議（産技連）

産総研が事務局を務める会議体。公設試験研究機関相互及び公設試と独立行
政法人産業技術総合研究所との協力体制を強化し、これらの機関の総合能力を
最高度に発揮させ、機関相互の試験研究を効果的に推進すると共に、これらの
機関による企業等への技術開発支援を通じて、我が国の産業技術力の強化を図
ることにより、我が国の産業の発展及びイノベーションの創出に貢献することを目
的とする。

シ 指定校正機関
計量法に基づき経済産業大臣の指定を受けた校正機関。特定標準器又は特定
標準物質による計量器の校正あるいは標準物質の値付けを行う。

尺貫法 長さ・面積などの単位系の一つ。尺は長さの単位、貫は質量の単位を表す。
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ソ 組成標準物質

化学分析計測用標準物質のうち、純物質系以外を示すもので、一般にマトリック
ス中の微量成分の濃度域あるいは組成が特性値であるもの。種類によっては、
微量成分と言えないような成分組成を特性値とする場合も含む。鉄鋼、海水、岩
石、血清等は組成標準物質の例。

ト 度量衡
さまざまな量に対してそれを測る「もの」あるいは「単位」のことを総称するときに
用いられる言葉。度は「長さ、ものさし」、量は「容積、かさ、枡（ます）」、衡は「質
量、重さ、秤（はかり）」を指す。

トレーサブル

測定器は標準器によって校正される。その標準器はより正確な（不確かさがより
小さい）標準器によって校正される。この標準器もより正確な標準器によって校正
される、というようにより正確な標準器を求めていくと国家標準に辿り着く。このよ
うに、測定器が校正の連鎖によって国家標準に辿り着けることが確かめられてい
る場合、この測定器は国家標準にトレーサブルであるという。
分析装置に関しても同様であり、それを校正する標準物質が最終的に国家標準
である標準物質に辿り着ければ、その分析装置または標準物質は国家標準にト
レーサブルであるという。

トレーサビリティ（計
量トレーサビリティ）

トレーサブル(traceable)の名詞がトレーサビリティ(traceability)。計測器の信頼性
（精度、品質等）が、それを校正する標準器が国家標準まで辿れることが確保さ
れていることによって証明されていること。個々の校正が測定不確かさに寄与す
る、文書化された切れ目のない校正の連鎖を通して、測定結果を計量参照に関
連付けることができる測定結果の性質。
認定された校正機関を利用することによって、途中の校正の連鎖を意識すること
なくトレーサビリティが確保される。

ニ 二次標準 同種の量の一次測定標準によって校正されることにより確立された測定標準。

認証標準物質

権威ある機関により発行された文書が付属する標準物質。ＣＲＭ（Ｃertified
Reference Materialの略）とも言う。文書には、この標準物質の１つ以上の特性
値、その不確かさ、および、トレーサビリティが妥当な方法で確保されたことが記
されている。

ヒ 標準品
主に企業の判断で決めた分析方法で特性値を保証した試薬など。標準物質と対
比してトレーサビリティがない自己保証の試薬などを指すことが多い。

標準物質

物質・材料の特性値を決定するための基準となる物質。特性が十分に均質かつ
安定な物質であり、測定や検査における使用に適するように作製されたもの。測
定装置の校正、測定方法の評価又は材料に値を付与することに用いるために１
つ以上の特性値が十分均一で、適切に確定されている材料又は物質。

標準物質協議会

標準物質に関する技術の向上ならびに標準物質関連事業の連携強化により、円
滑な標準物質供給体系の整備を図ると共に、標準物質関連事業の資質を向上
し、経済・社会の健全な発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とした団
体。

フ 不確かさ 国際的に決められた、計測値の信頼性を表すための尺度

メ メートル原器

白金90%、イリジウム10%の純粋な合金地金で製作され、0 ℃で1 mを示す目盛線
が引かれている。1889年（明治22年）に国際度量衡委員会から各国に配布され
た。現在、1mの定義は、1秒の299792458分の1の時間（約3億分の1秒）に光が真
空中を伝わる距離であり、長さ（1m）の国家計量標準は光周波数コム装置。

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
多国間条約であり、世界共通の計量単位制度の確立を目指すもの。1875年に創
設。
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Ａ Ａ２ＬＡ
米国校正・試験所認定協会。ＩＳＯ１７０２５に基づく認定を行う米国の認定機関。
The American Association for Laboratory Accreditationの略。

Ｂ ＢＡＭ
ドイツ連邦材料試験・研究所。Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
の略。

ＢＩＰＭ
国際度量衡局。国際度量衡委員会（ＣＩＰＭ）の事務局機能を有する機関。パリ・
セーブルの小高い丘にある。日本国キログラム原器の元となった国際キログラム
原器が保管されている。

Ｃ calibration 校正

ＣＥＲＩ 一般財団法人化学物質評価研究機構。計量法に基づく指定校正機関。

ＣＧＰＭ 国際度量衡総会
ＣＩＰＭ 国際度量衡委員会

ＣＩＰＭ　ＭＲＡ
経済のグローバル化に対応するため、メートル条約加盟国の主要な国家計量標
準機関の代表で構成する国際度量衡委員会（CIPM）において１９９９年に締結さ
れた協定。

ＣＭＣ
校正測定能力。各国の国家計量標準機関の技術能力を統一的な基準により比
較・審査し、その結果として登録・公表された技術能力のこと。Calibration and
Measurement Capabilitiesの略。

ＣＲＭ

認証書付きの標準物質。分析機器の校正、分析方法の評価など、化学計測にお
ける測定値を決定するために必要な、正確に値付けされた認証標準物質。特性
値はトレーサビリティが確立した手順で決められ、各認証値には信頼の水準を明
記した不確かさが付記される。Ｃertified Reference Materialの略。

Ｉ ＩＥＣ
国際電気標準会議。International Electrotechnical Commissionの略。電気・電子
技術分野の規格を国際的に統一することにより、グローバルな経済発展と国際
貿易の更なる促進を目的として活動する国際機関。

ＩＳＯ
国際標準化機構。International Organization for Standardizationの略。電気及び
電子技術分野を除く全産業分野（鉱工業、農業、医薬品等）に関する国際規格の
作成を行う国際標準化機関。

ＩＳＯ/IEC１７０２５
試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項。ＩＳＯ９０００シリーズ等に校
正・試験のための高度な技術的能力を加えたもの。

ＩＳＯ９０００ 品質マネジメントシステムに関する国際規格

Ｊ ＪＣＳＳ
計量法に基づく計量標準供給（校正事業者登録）制度。Japan Calibration
Service System の略。

ＪＥＭＩＣ 日本電気計器検定所（日電検）。電気標準等の供給機関。
ＪＩＳ 日本工業規格。Japanese Industrial Standardsの略。
ＪＱＡ 一般財団法人日本品質保証機構。計量法に基づく指定校正機関。

Ｎ ＮＩＣＴ （独）情報通信研究機構。計量法に基づく指定校正機関。

ＮＩＭＴ タイ王国の国家計量標準機関。National Institute of Metrology (Thailand) の略。

ＮＩＳＴ
アメリカの国家計量標準機関。アメリカ国立標準技術研究所。National Institute
of Standards and Technologyの略。

ＮＩＴＥ
（独）製品評価技術基盤機構。JCSS等認定制度に係る事務はＮＩＴＥ認定セン
ターが担当している。

ＮＭＩ 国家計量標準機関を指す一般用語。National Metrology Instituteの略。

ＮＭＩＪ
（独）産業技術総合研究所　計量標準総合センター。日本の国家計量標準機関。
National Metrology Institute of Japanの略。

ＮＰＬ
イギリスの国家計量標準機関。正式名称はイギリス国立物理学研究所。National
Physical Laboratoryの略。

Ｐ ＰＴＢ
ドイツの国家計量標準機関。正式名称はドイツ連邦物理工学研究所。
Physikalisch-Technische Bundesanstaltの略。

Ｒ RMinfo 日本国内で入手可能な標準物質のデータベース

Ｓ ＳＩ 国際単位系。The International System of Unitsの略。


	参考１
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

	計量分野印刷板
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	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

	計量の用語集
	Sheet1




