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概　　要概　　要概　　要概　　要 作成日

制度・プログラム名

事業（プロジェクト）名

事業担当推進部室・担当者

事業の概要

【事業の計画内容】 Ｈ１３ｆｙ Ｈ１４ｆｙ Ｈ１５ｆｙ Ｈ１６ｆｙ Ｈ１７ｆｙ

【開発予算】 Ｈ１３ｆｙ Ｈ１４ｆｙ Ｈ１５ｆｙ Ｈ１６ｆｙ Ｈ１７ｆｙ 総額
（当初） 150 200 300 未定 未定
（実績） 139
（当初）

（実績）

（当初）

（実績）

（当初）

（実績）

（当初） 150 200 300 未定 未定
（実績） 139 -          -          -           -            

【開発体制】 産業技術環境局知的基盤課

新エネルギー・産業技術総合開発機構

（独）産業技術総合研究所、東北大学、浅沼技研、サンジェム、東京電機大学

三次元測定器測定標準

流量標準

一般会計

研究開発業務部　知的基盤・基準創成課

　知的基盤の整備については、「科学技術基本計画」（平成８年７月）、「経済構造の革新と創造のための行動計
画」（平成９年５月）においてその重要性が指摘され、それを受けて、産業技術審議会と日本工業標準調査会合同
の「知的基盤整備特別委員会」（平成１０年６月）において、新規産業創成を推進するために積極的な整備及び研
究開発を行うべき重点分野として、計量標準、標準物質、化学物質総合管理基盤、人間生活・福祉関連基盤、生
物資源情報基盤及び材料関連基盤が選定された。その後、平成１１年１２月の同委員会において、それぞれの分
野で世界のトップレベルを２０１０年を目処に達成することを目指すことが掲げられた。
　計量標準分野においては、経済活動のグローバル化に伴い、基準認証制度を国際的に整合し、その評価結果
を相互に受け入れる体制の構築が求められており、国内外でのトレーサビリティ制度を確立するニーズが高まっ
ている。また、計量標準を担う国立研究機関等での各種校正・審査業務においては、標準供給における地理的問
題の解消（海外進出企業への標準供給）、高精度化、省力化、校正日数の短縮化、技術審査の効率化等を達成
することが重要である。このことから、インターネット、光ファイバー網、GPS（全地球測位システム）等の情報通信
技術等を活用した各種標準分野における遠隔校正技術の研究開発を行うことが必要である。また、情報通信技
術を用いた計量器校正情報システムの開発には民間の能力を活用する必要があり、研究開発のマネジメントの
点でＮＥＤＯの関与が必要である。

（単位：百万円）

日本経済の活性化をもたらし、再生するために必要不可欠な戦略的な社会インフラ整備としての計量標準の確立
のために計量標準供給方法を近代化する目標達成のために、周波数に関連するグループと関連しないグループ
の計量標準とに分けて、計量標準の遠隔校正（遠隔供給）の研究開発と実証実験を実施する。
周波数に関連するグループは世界に先駆けた先進的な計量標準供給体系の開発であり、技術的に難しく長期に
わたる困難な技術開発と実証実験を必要とする。光ファイバ網を使う標準供給については全光交換機を介在しな
いと全国至るところまでは伝送できないが、光ファイバ網は着実に進展している。全光交換機が配備されるまで
は、関東地域とか関西地域とかのローカル光ファイバ網の範囲から実施することが考えられる。
周波数に関連しないグループの多くの量目に関しては、前期（平成13年度‐平成15年度）で国家標準機関から認
定事業者への遠隔校正実証実験まですすみ、後期（平成16年度、17年度）では産業界への実用計量標準のため
の遠隔供給技術開発まで進む予定である。信頼性の検証とともに現行の計量法の観点からも整合性の検証が必
要である。

力学標準

温度標準

主な実施事項

本プロジェクトでは、経済活動の迅速化やグローバル化に対応する戦略的な社会インフラ整備として計量標準供
給体系の近代化を図るものである。この目的のために、情報通信ネットワーク技術を活用して計量標準の遠隔校
正技術を開発する。

放射能標準

経済省担当原課

１．事業の目的・政策的位
置付けについて
【ＮＥＤＯが関与する意義】【事
業の背景・目的・位置付け】

２．研究開発マネジメントに
ついて
【事業の目標】

特会（電多）

特会（石油）

時間標準

長さ標準

特会（ｴﾈ高）

総予算額（計）

電気標準

【今後の事業の方向性】

当初案では5ヵ年計画であったものを出来る限り前期で前倒し実現するように努め、実証実験の終了し
たものから順次標準供給を開始する。標準供給を開始したテーマで解決し得た問題点は、次に供給開
始するテーマにフィードバックし、順次改良を重ねる。
また、技術困難課題については 終年度まで技術開発を継続す一方で、より産業の現場に近い標準
にもe-traceの概念を生かせるものは後継テーマを設定し、後期に技術開発を実施する。

運営機関

委託先

【情勢変化への対応】

運営委員会の指導の下に、情勢変化には柔軟に対応して研究開発を進める。具体的には、計測標準
を必要とする産業界の社会情勢の変化、新たな技術の進展、組織替えや退職などにともなう担当人員
の変化などに対応する。 も大きな変化は計量標準を必要とする産業界の社会情勢である。日本経
済の停滞が年々著しくなり、人件費などの高コスト構造に耐えかねて製造業の多くは中国やベトナムな
どに工場を移転する動きが止まらない。切実に求められている海外進出企業への現地校正サービス
に対応しなくてはならない。新たな技術の発展も大きな情勢変化である。幸いなことに、日本は通信技
術の先進国であるので、そのメリットを十分に生かして、 新通信技術を取り込み、本プロジェクトの課
題である「速く、安く、どこにでも」計量標準を供給する技術開発を進める。

ＰＪコード 　T01011
計量器校正情報システム技術開発
＜ｅ－ｔｒａｃｅ＞
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（要素技術含む）

（特許・論文等につい 　特許 10件

件数を記載） 　論文 21件

評価項目・基準

評価項目・基準

３．研究開発成果

「長さ標準」の「波長標準」や「光ファイバ応用」、「電気標準」の「直流」などの技術
的困難度の高い数件の課題は5年間の研究を続けるものの、そのほかの課題は
前期（平成13年度～平成15年度）に国立標準研究機関から第一階層認定事業者
を対象とした遠隔校正の要素技術開発と実証実験を終え、その後は、あるものは
実際に遠隔校正による標準供給を実施し、あるものはより産業現場に近い実用標
準までの遠隔校正課題に取り組む予定である。本方式の利点は多いが、実際に運
用するとなると隠された問題点も多い可能性があり、本課題の中で出来る限りデ
バッギングして対応策を確立したのち、その他の標準量目にもこの概念による標準
供給を進める考えである。現時点での事業全体の成果としては、標準供給の近代
化を具体的に提案し、世界に先駆けて具体的なプロジェクトとして走らせていること
である。ここ2年の間にe-traceの技術開発と実証実験を重ねつつ、国内外で遠隔
校正による標準供給法の近代化について提案しているが、国内産業界からは大き
な反響があり、早期に実現を望む声が強い。

４．実用化、事業化の
見通し

（写真、図、表の使用
可）

　本事業は平成13年度より5年の研究開発期間を予定しているが、現時点では発
足後約2年を経過したところであり、いまだ研究開発途上にある。しかし、事前審査
員の指摘を受けて全体的に計画を前倒し実施している。現時点での事業全体の成
果としては、標準供給の近代化を具体的に提案し、世界に先駆けて具体的なプロ
ジェクトとして走らせていることである。日本以外では組織だった標準供給近代化
のための研究開発は行われていないので、十分に世界中の計量標準供給の手本
になるものである。　いままでの個別テーマの成果としては、時間標準はすでに周
波数遠隔校正の実証試験に入っており、比較的早い時点での実用化が期待でき
る。長さ標準の波長標準はモードロックド・ファイバレーザの波長をアセチレンに
ロックすることに成功し、光コムの発生および位相雑音低下も東北大学と共同研究
が進んでいる。光ファイバ応用もタンデム干渉計による長さ情報を３ ｋｍ伝達する
ことに成功している。これらは、技術的に困難な課題が多い。ヨウ素安定化He-Ne
レーザのデジタル制御は実用化の見通しがたっている。電気標準の直流は液体ヘ
リウムなしでも動作するプログラマブル・ジョセフソン接合アレーの開発に世界に先
駆けて成功し、1 V電圧を得ているが、10 Vを目標にしてプロセス開発が重要な段
階にさしかかっている。電気標準の交流は小型サーマルコンバータ・ユニットのプロ
トタイプ開発がすすみ、近く遠隔校正実証実験に入れる見込みである。放射能標
準はすでに日本アイソトープ協会との間で実証実験をすすめている。三次元測定
機標準はインターネット経由で遠隔地に設置してある異機種三次元測定機とを接
続し、制御する段階まで進展している。流量標準はつくば北センターの流量標準設
備を第三事業所から遠隔監視するシステムを構築している。温度標準は、いまま
で脆弱であった耐環境性に優れた温度計の開発および温度遠隔モニタシステムの
開発がすすんでいる。力学標準はデジタル気体圧力計を用いた圧力標準の遠隔
校正システムを開発中である。

１５年度　中間評価実施

標準的評価項目・評価基準

１８年度　事後評価実施予定

標準的評価項目・評価基準

５．評価に関する事項
【評価実施時期】
【評価項目・評価基
準】

評価履歴

評価予定

実施時期

実施時期
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評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
（１）総合評価 
 先進的な計量標準システムを構築する本プロジェクトは、科学技術と産業の
発展に重要であること、政策および産業界のニーズと合致していることから、
国が積極的に押し進めるべき事業である。実用化した場合、生産現場における
低コスト化や工場の海外進出など、産業界を取り巻く社会状況の変化と、国際
化した生産体制への適応が期待されるため、社会的な意義も高い。 
 中間段階の目標に関しては、各標準技術の研究開発から貴重な知見が得られ
ていること、一部の技術は実用化の目処が付いていることなどから、概ね達成
していると判断する。しかしながら、各標準技術の進捗状況には、バラツキが
見られる。 
着手後の２年間は、各標準技術の研究開発に重点が置かれていたが、今後は、

最終目標である e-trace（注記）の構築へ向けて、人力と資力を主要課題へ重点的
に配分することが望ましい。また、一部の標準技術は、e-traceとの結びつきが
明確ではないため、改善する必要がある。 
以上のことから、本プロジェクトは、目標である e-traceを念頭に各計測標準
技術を精査し、その上で残された期間の研究開発を継続すべきである。最終的
には、実用性があり質の高いサービスを提供できる、セキュリティの高いシス
テムが構築されることを期待する。 
 
（注記）e-traceの概念 
インターネット、光ファイバ、GPSなどの IT技術を使って効率的に標準を供

給する。現地に技術者が赴くことなく、遠隔操作で機器の校正を行う。 
 
（２）今後への提言 
これまでは、主として遠隔校正に向けた個別の標準技術の研究開発が推進さ
れてきたが、e-trace として、実際にネットワークで円滑に遠隔校正ができるか
どうか、早急に検証することが重要である。個別の標準技術についても、計測
原理の確立と共に、遠隔計測のシステム構成がどのようになるのか、その結果
どのような利点があるのか、詳細に検討して整理するべきである。 
実用化を目指すためには、セキュリティ等も含めたトータルな検討が必要にな
り、システムの構築には研究者だけではなく、外部の専門家を入れた方が良い。
また、ユーザーあっての校正業務であり、ユーザーの立場に立った実施形態を
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念頭に、研究を進めるべきである。 
１．２ 各論 
（１）事業の目的・位置付け 
計測標準は産業と科学技術の基礎であり、その特性の向上と利用法の簡素化は、
今後これらの分野の発展にとって重要であること、計測標準供給の時間的、空
間的および階層的な制約を、IT 技術を利用して打破する目的は、産業界のニー
ズと合致することなどから、本事業の目的は妥当であり、国が積極的に押し進
めるべき事業である。 

 
（２）研究開発マネイジメント 
標準技術の各テーマが、プロジェクトリーダにより統合管理されていること、
大学や民間企業との共同研究を進めていること、プロジェクト全体の推移と進
展から前倒しで終了させるテーマと継続するテーマを選別していることなどか
ら、本事業のマネイジメントは概ね妥当である。 
 研究開発着手から中間段階までは、各計測標準技術の確立に重点を置いたこ
とは理解できるものの、研究開発体制の中にシステム技術者が含まれておらず、
e-trace全体の最終的な実用形態が明確になっていない。その解決のために、外
部のシステム専門家の助言を得ることや、あるいは一部委託をするなどの方策
により、最終的な実用形態を明確にすべきである。 
 
２．個別テーマに関する評価 
２．１ 時間標準 
（１）研究開発成果 
現在まで、順調に進捗しており、中間段階での成果は、概ね上がっている。
最終目標を達成するためには、解決すべき課題がいくつか残っている。 

 
（２）実用化、事業化の見通し 
実用化の可能性は高いので、最終的な成果として、使いやすく、高い信頼性
のシステムが確立されることを期待する。 

 
（３）今後への提言  
 研究開発を継続する中で、対象となるユーザーを明確にすること、提供する
サービスのレベルを決定することなど、種々の課題を解決していくことが必要
である。 
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２．２ 長さ標準 
（１）研究開発成果 
①波長 
モード同期ファイバレーザの安定化、光コムの広帯域化、狭線幅化、等の要
素技術の進捗は順調であるが、特許の申請が少ない。 
②光ファイバ応用 
意欲的な試みであり、基礎実験の成功および特許の申請など、多くの成果を
あげている。 
③He－Neレーザ 
要素技術の進展などに成果を上げているが、特許の申請と論文などの外部発
信が少ない。 
 
（２）実用化、事業化の見通し 
①波長 
 装置としての実用化は十分に期待できる。 
②光ファイバ応用 
大事業所内での長さ標準の供給等、専用の光ファイバを用いての実用化は可
能である。 
③He－Neレーザ 
ディジタル信号処理が課題である。 

 
（３）今後への提言  
①波長 
光ファイバでの標準信号伝送の実現については、基礎検討の蓄積が必要であ
る。 
②光ファイバ応用 
計測における精度の保証が得られれば、実用化へ前進すると考えられる。産
業界の受けるメリットが大きいので、是非早期に実用化されることを期待する。 
③He－Neレーザ 
 前倒しで終了した判断は妥当である。 
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２．３ 放射能標準 
（１）研究開発成果 
中間目標は概ね達成されている。要素技術の開発は、遠隔校正だけではなく、

放射能絶対測定器群の拡充にも寄与すると考えられる。 
 
（２）実用化、事業化の見通し 
要素技術の開発成果は一次-二次標準器間の校正に使用される予定があり、こ
れが定着すれば、普及性があり公共性も高い。 
実用化により、迅速、安全、および安価な料金で校正業務が行えるようにな
り、遠隔測定などの波及効果が期待できる。 

 
（３）今後への提言  
線源検出器間の距離について、誤差を生じない安定な配置になるように工夫
するなど、信頼性の確保に努めるべきである。 
研究開発を加速すること、より広い範囲の RI活用を検討することが必要であ
る。 
  
２．４ 三次元標準 
（１）研究開発成果 
 現在まで、順調に進捗しており、同一機種間の遠隔操作については、同一事
業所内・外での実現技術を開発するなど、実用化可能な成果が上がっている。 
特許の申請、及び論文の発表などは少ない。 

 
（２）実用化、事業化の見通し 
 実用化は可能である。三次元測定機の不確かさの評価を、熟練技術者が現場
に赴くことなく計測できる手法の提案であり、実現時の有用性も期待できる。 
 
（３）今後への提言  
 研究の要素が少ないなどのため、前半で研究開発を終了した判断は妥当であ
る。 
新しい認定法の提供であることから、関連法整備等の実現に向けた働きかけ
が必要になる。また、ボールプレートの設置等の煩雑さも改良すべきである。 
 



 

8    

２．５ 流量標準 
（１）研究開発成果 
標準供給の基礎となる石油大流量校正設備の遠隔運転実証試験に成功したが、
中間段階までの成果と本事業の目的である e-trace、すなわち遠隔操作による校
正との結びつきが、明確になっていない。 
 
（２）実用化、事業化の見通し 
 本標準技術の利点と、e-trace として何ができるのかが明確になっていないた
め、実用化の見通しは具体的になっていない。 
 
（３）今後への提言  
つくば北センターとの間の問題だけでなく、本プロジェクトの利点が何か見
出すべきである。 
 
２．６ 温度標準 
（１）研究開発成果 
 標準熱電対について、最適な熱処理の方法を開発し、今までにない安定で堅
牢な仲介標準器の技術を開発したことにより、大きな成果を上げている。一方
では、白金抵抗温度計について、達成された不確かさが、目標に対して明確な
形で示されていない。 
 
（２）実用化、事業化の見通し 
 熱電対において、特定二次標準器や性能試験用温度計として、実用化されて
いることは評価できるが、事業全体の e-traceに向けての取り組みに、やや不明
確な点がある。 
 
（３）今後への提言  
産業界のニーズに配慮して、前倒しで開発を終了したことは評価できる。 
仲介標準器の改善について、改善を左右した現象の因果関係をより明確にし
た方がよい。 
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２．７ 力学（圧力）標準 
（１）研究開発成果 
 高精度･高安定性の圧力標準遠隔校正システムの実験モデルが試作され、研究
所内レベルでのネットワークにより実証されていることなどから、中間段階の
目標は達成している。 
 
（２）実用化、事業化の見通し 
高精度ディジタル圧力計により、仲介用標準器としての機能は実現され、遠
隔校正部本体は移動モデルとしてもコンパクトに作製されており、実用化の可
能性は大きい。 
 
（３）今後への提言  
 実用化のためには、ユーザーとなる工場現場への移送に対する堅牢性や、現
場でのネットワーク遠隔校正について実証する方が良い。また、遠隔校正部の
現場への設置や操作などの技能教育が、現場担当者に必要である。 
 
２．８ 電気標準 
（１）研究開発成果 
①直流電圧 
装置の小型化や堅牢化などにより、中間目標を概ね達成している。 
②交流電圧 

FRDC 回路や仲介標準としてのサーマルコンバータを移送して実施した、海
外での予備実験により遠隔校正の確認はできたものの、その成果の説明が十分
ではなかった。 
 
（２）実用化、事業化の見通し 
①直流標準 
遠隔校正の見通しがついており、研究期間内の実用化を期待する。 
②交流電圧 
実用化に最も近い標準である。 

 
（３）今後への提言 
①直流電圧 
実用化のための試験を早期に行うこと、コストダウンの可能性を検討するこ
と、冷凍機のコンパクト化を図ることなどが必要である。 

DC１０V電圧標準を目標とするのであれば、多層化にこだわらず、いくつか
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の技術的可能性を検討すべきである。 
②交流電圧 
 目標不確かさに対して現時点での成果と問題点を明確にするべきである。 
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評価項目 平均値

1.事業の目的・政策的位置付け 2.7 B A A B Ａ A B A A A
2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて 1.6 B B C B C B B Ｃ Ｃ B
3.研究開発成果について 1.9 B B C B B B C A B B
4.実用化･事業化の見通しについて 2.1 C A C B B B B B A A
   （注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。

素点（注）

2.72.72.72.7

1.61.61.61.6

1.91.91.91.9

2.12.12.12.1

0.0 1.0 2.0 3.0

1.事業の目的・政策的位置付け

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて

3.研究開発成果について

4.実用化･事業化の見通しについて

平均値

 
＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発成果について 

・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(3)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 


