省エネルギー等に関する国際標準の
獲得・普及促進事業委託費について
令和元年６月２０日
産業技術環境局 基準認証政策課

省エネ・新エネ分野における標準の重要性（１）
 省エネ・新エネ技術を用いた機器・設備の性能・安全性やこれらの評価・試験の方法に関する標
準を策定、利用することは、適切な省エネ性能を有する製品の流通や、新しい新エネ技術の社会
普及等を後押しする上で有効な手段。
 加えて、IT／IoT技術の進展により、個別の機器・設備をつなげたシステムとしての省エネ・新エネ
性能の発揮が進んでおり（例：スマートグリッド等）、システムの信頼性の評価、相互接続・運用
の確保等の観点からも標準の重要性が高まっている。
省エネ制度での標準の引用
家庭用エアコンのトップランナー制度に
おいては、評価指標である「通年エネル

発電用風力設備の技術基準に
おける標準の引用
雷により発生する電流から風力設備

住宅内のIoT設備連携の安全性評
価方法（IEC提案中）
IoTを活用した住宅において、ネット

ギー消費効率」の測定・算出方法を

を保護する被雷設備（電流を安全に

ワークを通じて連携する各設備・機器

JIS C 9612（エアコン）として定め、

地中に流す設備）については、「JIS

の安全機能に関する標準をIECに提

利用している。

C 1400-24; 2014 風車－第24

案。規制のない先端分野においての

部：雷保護」に規定する雷保護シス

活用が見込まれる。

テムに適合する構造であることが求め
られている。
【風技解釈第７条第６項第２項イ号】
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省エネ・新エネ分野における標準の重要性（２）
 近年、ルール形成を通じた海外を含む市場開拓・拡大のためのツールとして標準が用いられる傾向。
省エネ・新エネ分野においてもISOやIECにおける国際標準獲得競争が激化。
 日本として対応を怠れば、将来的に莫大な埋没費用が発生する可能性もあることから、官民で連
携して戦略的な国際標準対応を図ることが必要。
ISO

TC

近年ISO/IECに新設された省エネ・新エネ関係委員会
循環型経済

名称

設置年 幹事国

サステナブルファイナンスの標準化
議長

PC323 （循環型経済プロジェクトの実施に関する要求事項､

フラン
2018 フランス
ス

TC322 サステナブルファイナンス（右参照）

2018

英国

英国

TC301 エネルギーマネジメント及び省エネルギー

2016

米国／
中国

米国

設置年 幹事国

議長

指針､支援方法等）

IEC

TC

名称
中小バイナリー発電機システム

日本

PC126 （再エネ又は産業廃熱により作り出された温水を使

2018

電動トランスポートデバイス
TC125 （自動速度/操舵制御装置等の安全/信頼性、危険防

2018 ベルギー

用したバイナリー発電機システムの発電効率）

SyC
SM

御、メンテナンス等）

スマートマニュファクチャリング

日本

 欧州における規制の議論と並行し、ISOにおいても
英国提案で議論が進行中。
 金融機関に対する規律だが、投資を受ける事業会
社にも影響が及ぶ可能性があり、注意深い対応が
必要

未定

2018

米国

ドイツ

TC123 電力流通設備のアセットマネジメント

2016

日本

イギリス

SyC
LVDC

2016

低圧直流給電システム

 EUにおいて、SDGsやパリ協定を受け、温暖化問題、
社会問題等の解決に資する取組により多くの資金
が投じられる環境を整備に向けた取り組み「サステナ
ブルファイナンス」の議論が進行中。

中央
インド
事務局

英国主導で、議論が「環境」に偏っているた
め、エネルギー安定供給も含め、バランスの取
れた議論が行われるよう、我が国として働きか
けるなど、攻守織り交ぜ対応していく。
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テーマ選定と政府戦略の連動
 本事業においては、エネルギー基本計画等の政府戦略・計画や省内の政策ニーズを踏まえテーマ
を設定し、我が国の優れた省エネ・新エネ技術・製品・システム等に関する国際標準開発を実施。
 加えて、国際標準化体制強化のため、エネルギー関係の今後の重要分野における国際標準化戦
略に係る調査研究、標準化人材（国際幹事・議長候補等）の育成等にも取り組む。
政府戦略との連携＜平成31年度の実施テーマ例＞
エネルギー基本計画

第2章第2節10. エネルギー
産業政策の展開

• 蓄電池
• 水素・燃料電池
• その他の先端的な
省エネ・再エネ技術

燃料電池の性能評価方法等（例：電気
化学的メタン合成システムの性能評価に関
する測定項目等）

個別分野の事例（蓄電池）
再エネ導入拡大に向け、蓄電池の普及が重要。そのために必要な、
蓄電池の安全性評価などに利用される標準の開発を進め、蓄電池の
社会実装の環境整備を進める。
現状、機器単体（蓄電池、パワコン、制御機器等）の規格は存在
するが、現場では、これらを組み合わせた「システム」として設置するため、
システムとしての安全性評価も重要。
IECにおける技術委員会設置など、日本主導の規格開発を実施中。

グリーン建材・設備製品の性能評価方法
（例：高日射反射率塗料の日射反射率
測定方法）
家庭内ネットワークを通じた通信インター
フェース仕様（例：家庭用エネルギー管理
システム（HEMS）コントローラーによる家庭
用エアコンの挙動の仕様）
次世代パワエレ基板の熱特性評価方法
（例：放熱・熱衝撃特性の測定方法）

大型蓄電システム

スマートモビリティシステム（例：隊列走行シ
ステムにおいて異なるメーカ車両の制御に必
要な機能要件及びその確認方法）
定置用大型セル

システムを長期に利用する際の、安全性を規定する項目や 3
その検証手法に関する規格を開発中。
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論点：本事業の成果の普及に関する評価指標の設定
 本事業で開発する国際標準は、商品等に直接採用される標準（性能規定等）に加え、技術開
発や原材料調達等に用いる試験・分析・測定方法等や用語・定義に関する標準も含んでおり、
全てにおいて「商品採用件数」等の統一的な指標を設定することは困難。
 本事業の成果の活用については、現在実施中の事業実施者へのアンケート調査から得られる本
事業で開発した国際標準の活用状況を用いて、国内外の規制や制度等に引用された標準の件
数増加を指標に設定することを検討する。
本事業により開発した国際標準の活用状況に関するアンケート調査結果（平成30年度実施）
調査対象：本事業により開発・発行された国際標準78件、 調査先：国際標準を開発した事業者
（内訳・重複あり）

調査結果： 活用実績あり/活用に向けて活動中の国際標準

例：

他国の規制・調達基準等への導入

71件 （91%）
22件 （28%）

国内規制・政府調達基準等への導入

9件 （12%）

認証制度の創設・運用

9件 （12%）

JIS化

28件 （36%）

民間取引における活用

33件 （42%）

その他の活用

56件 （72%）

この部分の増を目指す

IEC 62660-3 電気自動車用リチウムイオン二
次電池セルの安全要件

欧州規格（EN）に採用され、当該規格に基づく認証が行われるなどしており、EV用
電池の安全性向上、EVの普及拡大に寄与。

IEC61400-12-1発電用風車の性能試験方法

国内において電気事業法に基づく型式認証審査に用いられている。
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論点：事業分野と国際市場動向・我が国エネルギー政策との関係
 本事業の対象分野（標準化テーマ）は、エネルギー基本計画等の政府戦略・計画への対応を
基本としつつ、省内原課の政策ニーズ等を踏まえて決定しており、我が国エネルギー政策との連動
性は確保。
 今後は、本年度実施中の海外標準化動向調査も活用し、国際市場動向にも対応したテーマ設
定を行う。
事業分野（標準化テーマ）決定プロセス
政府戦略・計画
・エネルギー基本計画
・環境エネルギー技術
革新計画 等
海外標準化動向調査
重要テーマに関するア
ジア、米国、欧州にお
けるトレンドの把握・分
析
・スマートマニュファクチャ
リング
・モビリティ
・資源循環
・エネルギーマネジメント
・ファイナンス
等

省内原課等を通じた
標準化テーマ調査
(現在)
エネルギー政策と連動
(今後)
国際市場動向も
積極的に考慮

基準Ｕ内でテーマ案策定
日本工業標準調査会での審議
標準化テーマの決定

対象分野

＜選定方針＞

・先端技術や新たなサービス等に関するルール整備に必
要な標準
・安全規制に引用されるもの等、我が国社会・産業基
盤の整備に資する標準
・モノやサービスをつなぐ社会システム等、異業種間連携
が必要であり、経済波及効果の大きい分野の標準
・SDGs分野（環境、防災等）等、世界の課題解決
に資する分野の標準
・我が国の中堅・中小企業等が保有する優れた技術・
製品に関する標準
優先テーマ
・政策当局が標準化すべきと評価するテーマ
・アジア諸国等との連携が必要なテーマ
・国研等との連携が必要なテーマ
・標準化の実現性が高いテーマ
・開発する標準の利活用方法が明確なテーマ
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本委託費で開発中の標準、制定した標準の活用状況

【参考】スマートモビリティシステムに関する標準化

 複数の車両の協調制御・自動走行などによる高効率な移動システム（スマートモビリ
ティシステム）を実現するためには、多種多様な要素技術／システムの開発・実用化、
関連制度の整備が必要不可欠。
 現在、2020年メドで国連主導による関連法規制の整備が進められており、当該規制
への引用を見越した自動走行の国際標準開発の一部を日本が主導。
１．日本提案で開発中の代表的な規格（レベル3～4）
自動車専用道路 自動運転システム
単一車線内の自動走
行時の前方の車との車
間を調整する機能や、
レーンチェンジ時に前方・
後方を確認し安全に車
線変更する機能等にか
かる評価項目や評価方
法について検討中

トラック隊列走行システム
多種・複数の目的地
に向けて移動するト
ラックが、必要に応じて
隊列を組めるよう、通
信プロトコルや、短い
車間を保つのに必要
な制御システムの機
能の評価方法などに
ついての標準化が検
討される見込み

２．日本提案で開発済の代表的な規格（レベル2）
自動車の対歩行者自動ブレーキシステムについて、日本企業のもつ技術の適正な評価環境を整える観点から、試験条件
（模擬歩行者のサイズや試験時の照度等）を標準化。
欧州の自動車安全性評価プログラム「Euro NCAP」に規格採用を働きかけ、欧州でも同じ試験条件等で評価を受けられる
ように。
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省エネルギー等に関する国際標準の獲得普及促進事業委託費（ロジックモデル）
直接コントロールできる部分
（ｲﾝﾌﾟｯﾄ）
予算
[H31当初] 2625
[H30補正] [H30当初] 2700
（単位：百万円）

協力企業等

・日本規格協会
・国研
・大学
・シンクタンク
・民間団体・企業
等

（ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ）
国際標準原案の
開発
・関連技術情報・試
験データの収集
・国際標準原案の 開
発
・試験・認証基盤の構
築 等

経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）
（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ）
（短期ｱｳﾄｶﾑ）
（中期ｱｳﾄｶﾑ）
国際標準の提案
[測定指標]
国際標準化機関に
提案した国際標準
素案件数（件）
[R02見込]50
[H31見込]50
[H30実績]59

我が国の国際標
準化体制構築

国際標準に関す
る会議への参画

・重点分野のルール形
成に関する調査研究

[測定指標]
国際標準化機関の
国際会議に派遣した
エキスパート数
（人）

・国際標準化機関等
対策
・標準化の戦略的活
用に係る啓発・情報
提供
・次世代標準化人材
育成 等

国際標準化の実
現

開発した国際標準
の活用

[測定指標]
国際標準の発行件
数（件）

開発した国際標準の
活用実績

[R07目標]
(350)
[R04目標]
(250)
[H30実績] 42(137)
※括弧内は累計

[R02見込]130
[H31見込]130
[H30実績]151

-国際ルールにおける引用
-他国の規制・調達基準
等への導入
-認証制度の創設・運用
-国内規制・政府調達基
準等への導入
等

（ｲﾝﾊﾟｸﾄ）
エネルギー分野にお
ける我が国の産業
競争力強化
省エネルギー社会の
実現や、再生可能エ
ネルギーの普及拡大
への貢献

※二重線囲いは、レビューシート上の指標。

アウトプットの達成が、アウトカムの発現につながることを示すエビデンス

・当省の標準化事業において国際標準提案を行いこれまでに発行された国際標準の活用状況について、事業実施者に対してアンケート調査を行ったところ、活
用実績あり/活用に向けて活動中の標準が9割以上（うち、他国/国内の規制・調達基準等への導入、認証制度の創設・運用が図られている標準は約4
割）との結果を得ている。
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