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■基準・認証の役割
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太陽電池性
能評価方法製品規格

（互換性、品質等の確保）

電動車イスの
安全性

（安全・安心分野）

（地球環境分野）

CO2排出量
算出方法

（新規分野）

電気自動車充電
システム（カプラ形
状、通信方式等）

（基盤的分野）

■標準化の重要性の高まり

○従来、標準化は基盤的領域・成熟分野を中心に、効率的・合理的な生産・流通等の

観点から、形状、互換性、性能、品質、安全性等に関する統一的なルールを設定。

○最近は、ネットワーク化の進展等から「つながる」対象の拡大、デジタル化・モジュー

ル化の進展の中で共通のルールが不可欠に。また、技術革新のスピード化の下、先

行的に標準を設定し新規分野の製品開発を争う時代に。

○このように、近時、標準が活用される領域が急速に拡大するとともに重要性を増して

いる。加えて、地球環境問題、安全・安心の分野においても重要な役割。
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■「技術だけでは勝てない時代」の到来

○グローバル化の進展に伴い、技術のみでは十分な競争力が確保できない状況が顕
在化。

○技術力とともに、国際標準化を含めたビジネスモデルの構築が企業の国際競争力を
決定的に左右。

出所 小川紘一「プロダクト・イノベーションからビジネス・イノベーションへ」
（IAM Discussion Paper Series＃1）

JEITA「主要電子機器の世界生産状況」

日本の世界市場のシェア世界市場の伸び
（２００１年を１００とした場合）

出所 デジタルカメラ ：JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
DVDレコーダー ：JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
DRAMメモリー ：WSTS
カーナビ ： JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
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IEC/TC105 （燃料電池技術）
我が国の提案により以下国際規格が発行。

 性能 IEC62282-6-200（マイクロ燃料電池性能試験
方法）H19.11に発行

 互換性 IEC62282-6-300（燃料カートリッジ互換性）
H20.6に発行

機器に関する研究開発

燃料カートリッジを交換するだけで、充電
することなく長時間利用出来る利便性の
高い機器を狙った技術開発

■研究開発と標準化の一体的推進

標準化のための調査研究

性能、互換性等の国際標準化に向け
た調査研究、データ取得等

4

先端的研究開発と、実用化に向けて必要となる国際標準化に係る調査研究・国際

標準化活動を並行的に行ったことで、スムーズに市場化。

○優れた技術であっても、国際標準化に失敗すれば市場の獲得に支障が生じ、事業展
開が困難となる場合も存在。

○研究開発の初期の段階から、戦略的な研究開発と標準化の一体的推進を描くことが
重要。

（事例）携帯機器用超小型燃料電池発電システム
携帯機器の高機能化による消費電力量増加により、高エネルギー密度・高エネルギー効率の携帯用燃
料電池の必要性の高まり

→ 実用化にあたり、性能評価方法、互換性等の課題

燃料電池一体型パソコン燃料電池利用PDA



■国際標準化と知財マネジメント

○ＩＴ技術の向上等により、製品のデジタル化、ネットワーク化、モジュール化が進展。国

際標準化がこれを加速。

○かかる背景の下、アジア新興国を中心に比較優位の国際分業が昂進。技術の高度

化、細分化も相まって、知財の独占、寡占は事実上不可能な状況。

○こうした変化が、企業の知財戦略に変容を強要。

技術を価値につなげるためには、特許だけでも標準だけでも不十分。オープン・クロー

ズ戦略など知財と標準化を組み合わせたより高度なマネジメントが必要不可欠。

物質特許、製造特許、
伝統的クロス・ライセンス
→特許の量と質が企業の競争
力に直結

・中央研究所方式
・垂直統合型経営

・知財が市場への高い参入障壁
を形成

製品を構成する必須特許の数の増大、
国際標準化の中のパテント・プール
→特許がビジネス・コストにトータルで
及ぼす効力が相対的に減尐

・オープン・イノベーション
・比較優位な国際分業

・複合的な知財マネージメントによる
市場の支配

国際標準化により
技術伝播スピードが加速
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■我が国企業の標準化活動に対する認識

○国際標準化活動への参画は、欧米主要国の企業と比べ低調。

○韓国、中国の企業がグローバル市場でシェアを急速に拡大するとともに、国際標準
化活動への取組を急速に強化。

企業の標準関係者ヒアリング内容
○先進国の中で日本企業のみが、国際標準化を自社のビジネスに関連づけてとらえきれていない。日本の企業内では、国際標
準化専門家の業務評価は総じて低く、退職間際の仕事だと理解されている節がある。

○分野によっては、市場の拡大を期待しフォーラム標準活動に積極的に参画。
フォーラム標準は自社の意向が反映されやすい、自由度が高い、スピードが速い、自社の事業への貢献度の説明が容易と
いう点が特徴。

○他方、デジュール標準については以下の通り。
（１）デジュール標準は公共財としての性格が強いとの認識から自社の利益への貢献度の説明が困難。また、自社の意向が

反映されるか不透明。
（２）そのためフォーラム標準と比べ企業内で優先順位が低位となる傾向。コストの負担を説明することが困難という状況であ

り、事業部門でない全社的なスタッフ部門が対応。
（３）大企業でもデジュール標準を専門で担当している人は２～３名程度。

我が国企業における
標準担当者数 （人／社）

各国企業における標準担当者事例

○シーメンス（同社役員発言）
「シーメンスは売上げの0.1％を国際標準化
に投入し、コーポレートの標準化統括組織は
24 名、全社で2,000人が標準化にかかわっ
ている。」
(※同社の2009年度の売上げの0.1%は7670万ユーロ)
（経団連の国際シンポジウムでのシーメンス社講演より）

○サムスン（日本企業ヒアリング）
「サムスンは標準化部門（研究も含む）に１５
０名を配置し、7200万ドルを使用」
（一般社団法人情報処理学会運営委員会での講演より）（出展：Ｈ１９年度知的財産活動調査に基づく）

０．６３ 全体
０．３２ 建設
０．３５ 食品
０．３２ 繊維
１．４８ 医薬
０．９０ 化学
０．６７ 石油
０．４３ 鉄鋼
０．４９ 金属

０．７０ 機械
１．２２ 電気
０．８８ 輸送
０．７３ 業務
０．６１ 其他
０．４２ 情報
０．１６ 卸売
０．１７ 其他
１．５３ 教育

国名
国際標準
提案件数

韓国 20 → 25

中国 11 → 23

アメリカ 8 → 18
日本 22 → 16

IECへの国際標準提案件数

（IEC事務局長講演資料より） 6

(2008.10 - 2009.9) → (2009.10 - 2010.9)



■国際標準化機関の体制と我が国の対応

○ISO/IECでは、各国から提案された国際標準案を、技術分野ごとに細分化された委員会（ＴＣ：専門
委員会、ＳＣ：分科委員会）で検討の上、実質的に決定。

○加盟国では、各々の国内に、ISO/IECのTCごとに対応する委員会（国内審議委員会）を整備。

○日本では、各々の技術分野に最も密接に関係する工業会等が国内審議委員会の事務局を務める
ことが通例。日本工業標準調査会(JISC)から承認を受けたこれら国内審議委員会が、JISCの名称
でISO/IECの各TC/SCに参加。

【ISO/IECのＴＣの例】
※カッコ内は国内審議委員会の事務局

ISO/TC1 ねじ（日本ねじ研究協会）
ISO/TC22 自動車（（社）自動車技術会）
ISO/TC61 プラスチック（日本プラスチック工業連盟）
ISO/TC229 ナノテクノロジー（産業技術総合研究所）

IEC/TC21 蓄電池（(社)電池工業会）
IEC/TC82 太陽光発電ｼｽﾃﾑ（(社)日本電機工業会）

IEC/TC90 超電導
（(財)国際超電導産業技術研究センター）

国際標準化機構（ＩＳＯ） 国際電気標準会議（ＩＥＣ）

＊ＴＣ…Technical Committee ＳＣ…Sub Committee

専門委員会（ＴＣ）
２１０委員会

分科委員会（ＳＣ）
４９２委員会

作業グループ （ＷＧ）
２４０４

専門委員会（ＴＣ）
９４委員会

分科委員会（ＳＣ）
８０委員会

作業グループ（ＷＧ）

４０４

（2010年 1月時点）
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■現行の国際標準提案制度の課題

○企業が優れた技術を用いた製品を開発しても、国内調整に時間がかかることなどの問
題から、海外の競合企業に比して、戦略的な国際標準化活動が低調。

① 【標準化の取組意欲減退】
・やる気のある企業の技術がそのまま国際標準提案されな
い。
・個別企業の利益につながる国際標準提案が出にくい。

② 【国際競争力の低下】
・国際標準提案のスピードが迅速な海外と比べて、日本は遅
い。
・コンセンサス形成の過程で、新進気鋭の技術の国際標準
提案が陳腐化する恐れ。

③ 【研究開発への重複投資】
・標準として採用される技術は業界総意で決まるため、先端
技術を採用することが困難。
・結果、競争領域が広く残され、重複投資の一因となっている
おそれ。

一業種多企業という我が国特有の産業構造に起因し、コンセンサス型国際標準提案には
上記のような現行制度の課題が存在。

国内企業Ａ 海外企業Ｂ

（国内コンセンサス形成ステージ）
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日本 海外ライバル国等

国際標準化機構（ISO）・国際電気標準会議（IEC）

業種によっては会員数
が100社を超える業界
団体で調整

（数年を要す場合も）

尐数の業界旗艦企業
が国内調整を迅速に
終了

日本企業は国際標準提案において海外競合者
と比べて過大なコンセンサス形成コストを負担



■国際標準提案制度の在り方（提案）

【期待される効果】

①【国際標準提案までの期間の短縮】

・相当な時間、労力を要する業界内のコンセンサス形成プロセ
スを省略することにより、国際標準提案に要する時間を短縮
（例：数年→数週間）

② 【国際標準化の戦略的活用の推進】

・先進的かつ競争力を持つ内容がそのまま国際標準提案可能。

・横断的分野・新産業分野における提案、中小・ベンチャー企業
等からの提案の活発化。

・新技術の国際標準化・事業化にやる気をもつ企業からの迅速
な国際標準提案が期待。

○従来の制度に加え、業界団体等の内部でのコンセンサス形成を必須としない新たな国
際標準提案プロセスを整備するべきではないか。

国際標準発行

国際コンセンサス形成
国際標準化機構（ISO）・
国際電気標準会議（IEC）

提案企業グループ

従来の制度に加え、トップスタンダード制度を設けることにより、これまで国際標
準提案が困難であった技術の、迅速な国際標準提案が可能に。

ＪＩＳＣにおいて提案を審
査。必ずしも国内調整を
経ず、政策的判断により
国際標準提案
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トップスタンダード制度
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国際標準発行

国際コンセンサス形成
国際標準化機構（ISO）・
国際電気標準会議（IEC）

■トップスタンダード制度の活用例①

○国際標準化に意欲のある企業グループが、特定の技術等について、国内コンセンサス
形成ステージを省略し、ＩＳＯ・ＩＥＣに直接国際標準提案

【活用例】

●中小企業、ベンチャー企業の技術に係る標準
（例）異種材料接合技術

優れた技術を有しながら、経営資源の制約等により業
界活動に参加できない中小・ベンチャー企業は、現在の
工業会をベースとした国際標準化プロセスにおいては、
国際標準化活動への関与が困難。

→トップスタンダード制度は、工業会を経由しないプロセスであるため、業
界活動に参加していない企業も国際標準提案が可能。

●パラダイムシフトに係る標準
（例）有機ＥＬ照明の材料評価技術

新しい技術の出現により、製品としては同じカテゴリに
属しつつも全く異なる国際標準体系の構築が急がれる
分野では、既存技術に対応した工業会は、全く異なる技
術の国際標準化活動に対応することが実質的に困難。

→トップスタンダード制度では、既存の工業会をベースとした国内コンセン
サス形成プロセスを省略できるため、国際標準化に意欲を持つ企業が、
業界の枠組みにとらわれず、国際標準提案を行うことが可能。

（例）
IEC TC 34
（照明器具）
国内審議
委員会

企業グループ



国際標準発行

国際コンセンサス形成
国際標準化機構（ISO）・
国際電気標準会議（IEC）

■トップスタンダード制度の活用例②

企業グループ

○国際標準化のための適切な検討の場が存在しない場合（横断的分野・新産業分野等）、
国際標準化に意欲をもつ企業グループは、ＩＳＯ・ＩＥＣに直接新しいＴＣ／ＳＣの設置を提
案

●大規模システムに係る標準
（例）スマートシティの環境性能評価技術

関係する業界が多岐に渡るため、既存の工業
会では統一的な対応が困難。ＩＳＯ・ＩＥＣにおい
ても、既存の単一ＴＣ／ＳＣでは範囲が広すぎて
扱いにくく、新たな検討の場の設置が必要。

→トップスタンダード制度では、意欲を持つ企業が、業界の枠組みにとら

われず、扱うテーマに即した枠組みで国際標準化活動を行うことが可
能。

→トップスタンダード制度では、対応する業界が存在しない場合であっ

ても、国際標準化に意欲をもつ企業グループが直接国際標準提案可
能。

●新産業創出に係る標準
（例）人支援技術産業

新たに出現した産業に係る技術については、対応
する業界が存在せず、コンセンサスを得るための
仕組みがそもそも整備されていないため、国際標
準提案ができない。

【活用例】

既存のＴＣ
が無い領域
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■認証の仕組み

○ 「認証」とは、技術・製品等がある基準（評価基準）に適合していることを、第三者が
確認する（＝「お墨付き」を与える）行為。

技術・製品等認証機関

基準(評価基準)に
適合していることを
確認

＝「認証」

技術・製品等の基準
（評価基準）

12



■認証をめぐる課題

○研究開発の実施に当たり、認証の戦略的活用等、市場化までを視野に入れた取組
が不足。

○このため、研究開発の終了後に、評価基準の検討や認証機関との連携を模索する
ケースが発生し、市場への本格投入が遅延。

(例)「消費者に性能を正しく
伝え、粗悪品との差別化
を図りたい。」

市場における差別化
～新技術の性能証明～

(例)「安全基準がないため、
製品事故に伴うリスク（ＰＬ
訴訟等）が想定できず、市
場参入に踏み切れない。」

新技術の
社会的受容促進

～新技術の安全性証明～

市場化に際し、認証が求められるケース

(例)「欧州市場に製品を輸出
するに当たり、欧州指令に
適合していることを示した
い。」

海外市場の開拓
～海外の規制等への

対応～

製品

購入者

安全基準に
基づく評価

市場

参照

購入者
市場

参照

投入
性能基準に
基づく評価

製品C製品B製品A
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■認証に対する取組の在り方（提案）～研究開発と一体的な認証基盤整備～

○研究開発と一体的な新技術の安全性・性能に係る評価基準の策定、パイロット認証
を実施すべきではないか。

○認証機関の研究開発プロジェクトへの積極的参画や共同試験設備の活用等を通じ、
認証機関の新分野におけるノウハウ蓄積、ブランド力の向上を図るべきではないか。

○認証の活用事例の提供等を通じた普及啓発を進めるべきではないか。

（従来）

（今後）

研究開発プロ
ジェクトの実施
企業・大学・研究機

関等

評価基準の策
定

企業・大学・研究機
関等

認証
認証機関

市場化

研究開発プロジェクトの実施
企業・大学・研究機関等

評価基準の策定
企業・大学・研究機

関等

パイロット認証
の実施
認証機関等

迅速な
市場化

共同試験設備の活用

14



■今後期待される具体的テーマ（例）

ISOにおいて生活支援ロボットの安全性にかかる評価基準を策定中。

また、安全性評価に関する認証スキーム構築に向けた取組を、産総研、企業、
大学、認証機関等により推進中。

競合品との差別化を図るため、太陽電池モジュールの寿命に関する加速試験
方法を、産総研、技術研究組合（PVTEC）、認証機関等により開発中。

太陽電池

生活支援ロボット

自動車用充電器

電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車（PHV）用充電器について、
関連する国際標準（IEC）及び国内強制法規に対応する認証スキーム構築に
向けた取組を、企業、認証機関等により推進中。

我が国固有の自然環境（台風、落雷等）に対応した風力発電システム
の安全性評価基準及び同基準に基づいた認証スキームにつき、企業、
認証機関等により検討中。

風力発電

スマートグリッド

実用化研究が進んでいるスマートグリッドに対応する製品等の海外市場開拓のた
め、IECにおけるスマートグリッドの相互運用性（interoperability）※に係る評価基準
の策定に、我が国企業が参画。
※ 複数の異なる機器を接続したり組み合わせて使用したときに、全体として正しく動作し性能を発揮すること。

新
技
術
の
社
会
的
受
容
促
進

（安
全
性
証
明
） 主

な
認
証
の
役
割

市
場
に
お
け
る

差
別
化

（性
能
証
明
）

海
外
市
場
の

開
拓
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