
               ひょうじゅんか 

はじめに・・ 「標準化」ってなんだろう？ 

  ひょうじゅんか          ことば     き 

「標準化」という言葉、聞いたことありますか? 

   ひょうじゅんか      じつ              み     まわ     み 

「標準化」は実はあなたの身の回りで見かけることができます。 

 ひょうじゅん    つく            ひょうじゅんか          く 

「標準」を作ること（「標準化」）で、暮らしやすくなったりしています。 

                           しょうかい          おも 

これから、それをご紹介したいと思います。 



                               ひょうじゅんか                                                   つか 

１．こんなところも標準化① サイズなどをいくつかにそろえて、使いやすく 

ひょうじゅんか                                               おな    でんち           かいしゃ      つく                  つか 

標準化によっていくつかにそろえれば、同じ電池でどこの会社が作ったものでも使えます。 

                せんよう    かんでんち                   しゅるい    かんでんち     か 

それぞれが専用の乾電池だと、たくさんの種類の乾電池を買わないといけません・・。 

      よう でんち 

ラジオ用電池 

          よう でんち  

おもちゃ用電池 

          でんとう   よう  でんち 

かいちゅう電灯用電池 

 たん       でんち 

単３電池 
 たん    でんち 

単２電池 

 めざまし      とけい   よう  でんち 

目覚まし時計用電池 

単3 単2 



                              ひょうじゅんか          おお       かた 

１．こんなところも標準化② より多くの方にわかりやすく 

  ことば      つう               ばあい                       ひょうじゅんか                  おお      かた 

言葉が通じない場合などでも、標準化によって、より多くの方がわかりやすくなります。 

靴を脱いでください 
Take off your shoes 

  め 

目をつぶっていてもわかります 
  にほんご     もじ        よ    

日本語(文字)が読めなくてもわかります 

 あんないばん          いち    おと    し 

案内板などの位置を音で知らせます 

ピン 
ポーン 

                               おお     かた 

インターネットでも、多くの方にやさしく 

シャンプーには 
ぎざぎざ 

ボディソープは 
いっぽんせん 

一本線 



                        ひょうじゅんか      あんしん                    つか 

１．こんなところも標準化③ 安心していいものを使えるように 

 ひょうじゅんか                       いってい     ひんしつ                                        あんしん     つか               

標準化により、いいもの（一定の品質のもの）がつくられるので、安心して使えます。 

            なか         か                   け           なか                 け                 ま 

えんぴつの中にうまく書けないものや、消しゴムの中にうまく消せないものが混じっていた 
  こま 

ら困りますね。 

 がっこう   きょうしつ        あんしん 

学校の教室にも、安心して 
            つか 

いいものが使えるように、 
                    ひょうじゅんか 

いろいろなものが「標準化」 
  

されています。 
 

経済産業省パンフレット「「標準化」ってなんだろう？」より 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/kijyun/index.html からダウンロードできます。 

                                       きじゅん        じっさい     きじゅん    み                             しけん   ほうほう 

いいものをつくるために、その基準や、  実際に基準を満たしているかの試験方法などの 
   ひょうじゅんか     

「標準化」をします。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/kijyun/index.html


                       ひょうじゅんか      あんぜん   かんきょう   

１．こんなところも標準化④ 安全や環境などをまもるために 
 あんぜん       めん         あんぜん きじゅん                ひょうじゅんか 

安全という面から、安全基準というかたちで標準化されることがあります。 
               からだ  まも                       みじか            あんしん      つか            じゅうよう   

ヘルメットなど体を守るものだけではなく、身近なものが安心して使えることも重要です。 

かんきょう                                 ひょうじゅんか     

環境をまもるためなどの目的で、標準化されることがあります。 
    しょう                                           でんき    りょう            

例)省エネラベル:だいたいの使う電気の量などがわかります。 
                     か      ひと       ふ                      しょう 

→これを見て買う人が増えるため、省エネルギーになります。 
     しょう 

 省エネラベル 
    みせ     み 

(お店で見て下さい) 

            てんらく    じこ   もんだい 

ベビーベッドの転落事故問題 

 あんぜん          きじゅん    みなお 

安全のため基準を見直しました。 
     たと         まえわく     し    わす 

→例えば、前枠を閉め忘れても、 
    ねがえ                           てんらく    じこ      へ 

  寝返りなどによる転落事故を減 
                みなお 

   らすように見直されました。 
 まえわく     ひら 

前枠が開いている！ 



          にほん    ひょうじゅん    ジ ス 

２．日本の標準 ＪＩＳ 

  かたち    おお 

・形や大きさ 
    こうぞう      ひんしつ 

・構造や品質 
     せいさんほうほう 

・生産方法 
     せっけいほうほう 

・設計方法 
   しけん        けんさほうほう 

・試験、検査方法 など 

ＪＩＳ Ｓ ６０１３ 

れい                          ジ   ス 

例）シャープペンシルのＪＩＳ 

  ぶんや    えす     にちようひん  ぶんや 

分野（Ｓは日用品分野） 

       ばんごう 

4けたの番号 

 きじゅん      み                                     ジ ス 

基準を満たしたものにつけることがＪＩＳマーク（つけなくてもＯＫ） 

                 ひょうじゅんか               きじゅん          き              きかく 

このような「標準化」のための、「基準」や「決めごと」を「規格」といいます。 
 にほん           にほん   こうぎょう  きかく      ジ  ス                ひょうじゅんか     すす 

日本では、「日本工業規格（ＪＩＳ）」によって標準化が進められています。 

       ジ ス       き 

(ＪＩＳで決められていること) 



  

       み    まわ                     ジ ス       きかく 

３．身の回りのいろいろなＪＩＳ規格 

経済産業省 
パンフレット 
「知っていますか 
  標準化」より 



          こくさいひょうじゅんか   

４．国際標準化って? 
むかし  ちが           いま     せかい    ひと    い    き                        う    か 

昔と違って、今は世界で人の行き来や、ものの売り買いがさかんになってきています。 
 こくない                 せかい           ひょうじゅんか      こくさいひょうじゅんか 

国内だけではなく世界レベルで標準化（「国際標準化」）がすすめられています。 
たと                         ぶひん      かんが 

例えば、ある部品で考えてみましょう。 
 せかい   ひょうじゅん         おお 

世界の標準とされた大きさ 

 せかい    おお     かいしゃ    つか 

世界の多くの会社も使ってくれる 

 せかい           おお 

世界ではこの大きさのものばかりとなる 

 にほん         つか                 おお 

日本だけで使っている大きさ 

 にほん    かいしゃ     つか 

日本の会社しか使えない 

つか 

使われなくなる 
  せかい       う    か       ふ          ふ             こくさいひょうじゅんか     だいじ               

世界での売り買いが増えれば増えるほど、国際標準化が大事なこととなります。 



                           つか                          

サイズなどをそろえて使いやすく 
（互換性、単純化） 

       きょうます             だい かさい   かみ 

  →京枡、ボルチモア大火災、紙（A4など） 

         せかい           ひょうじゅんか   

世界レベルで標準化 
（国際標準化） 

                        せんたく ひょうじ 

     →QRコード、洗濯表示、 
       SuicaとWTO 

5．まとめ 

           おお    かた    わ             

より多くの方に分かりやすく 
（相互理解の促進） 

                                 あんないよう  ずきごう 

→アクセシブルデザイン、案内用図記号 

          しみん    あんぜん            

市民の安全のために 
（安全の確保） 

                       つなみ  ひなん ゆうどう ひょうしき 

     →ヘルメット、津波避難誘導標識、 
            こうがい きせい          そくていほうほう 

       公害規制のための測定方法 

    あんしん                       つか            

安心していいものを使えるように 
（品質の確保） 

      

  →JISマーク 

       しょう                           

省エネルギーなどのために 
（国の政策で環境などを守る） 

     

    →フロンラベル 

  ひょうじゅんか                     み       まわ        せいかつ 

「標準化」は、わたしたちの身の周りで、生活をいろいろとサポートしています。 
 さいきん         せかい       う    か                こくさいひょうじゅんか    じゅうよう  

最近では、世界での売り買いのためにも国際標準化が重要になってきています。 
                     かん                                   さき               しら 

¶ おもしろいなぁ、と感じたら、インターネットなどで「→」の先のキーワードも調べてみて下さい。 



   さいご           み 

最後まで見てくれて、ありがとうございました。 

     しつもん 

（質問などは） 
 けいざいさんぎょうしょう       さんぎょうぎじゅつかんきょうきょく       きじゅんにんしょうこうほうしつ 

経済産業省  産業技術環境局  基準認証広報室 
  でんわ 

電話：０３－３５０１－９２４５ 
メール：jisc@meti.go.jp 

mailto:jisc@meti.go.jp
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