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・機械要素部品
・タイヤ
（強度・耐久性）

・シートベルト ・ヘルメット

・チャイルド
シート 等

・製品の共通化

・コンパクト
ディスク（CD）

・QRコード
・ボタン電池等

・環境配慮設計
・工場排水試験方法

・省エネラベル
等

・高齢者/障害者配慮設計
・車いす等

・介護用ベッド

・視覚障害者
誘導用ブロック

・取扱説明書の図記号
・リコール社告 等

・電気用図記号
・各種専門領域の用語
・SI単位
・標準物質等

・標識

・製図法

・乾電池

JIS・国際規格

を制定する

一定水準の品質
（性能等）の確保

安全性の確保

生産効率の向上
・コスト削減

新技術の普及
市場の拡大

多様性の制御
（最適化, 単純化）

環境負荷の低減
地球温暖化防止

への貢献

高齢者や障害者
に配慮した
社会づくり

正確な情報伝達
（相互理解の促進）

互換性・
インターフェースの

確保

1 標準化とは

新技術の普及
市場の拡大

消費者の
安全を守る
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1－１ 標準化の役割



➢ ｢標準化｣(Standardization)

自由に放置すれば多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化する
「行動」

➢ ｢標準｣(Standards)

– 標準化により制定される「取決め」、規格。

– (強制的なもの)と(任意のもの)が存在。

– 我が国では一般的には「任意規格」(例：日本産業規格(JIS))を指す。

③デファクト標準（de facto standard）

②フォーラム標準 (forum standard)

①デジュール標準（de jure standard）

➢“de jure”はラテン語の「法にあった」、「法律上で正式」の意。公的標準。

➢公的な機関で明文化され公開された手続きによって作成された標準。

➢“de facto”はラテン語の「事実上の」の意、実質的標準。
➢実質的に国際市場で採用しているいわゆる「世界標準」。
法的根拠はないが市場での競争力で勝ち抜いた標準。

➢ “forum”の語源はラテン語、「市場」、「広場」の意

➢関心のある企業などが集まって結成された“フォーラム”が中心となって作成さ
れた 標準。

➢公的ではないが、“デジュール標準”の様な開かれた手続き。
➢特に、先端技術分野の標準を作成する場合によく利用

（例）Bluetooth

（例）Windows 

（例）ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

ISO9000

ISO14000

：

無線通信で接続

１－２ 標準化の定義と種類

© JSA2021



国際標準

国家標準

業界標準

社内標準 社内レベル

団体レベル

国家レベル

地域レベル

ISO / IEC / ITU

EN, ・・・

JASO / JEITA, ・・・

JIS / ANSI / BS / DIN

国際レベル

１－３ 標準の階層

地域標準
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１－４ 国際標準団体（ピラミッドの頂点）



世界貿易機関 (WTO)
「政府調達に関する協定」

及び「政府調達に関する申し合せ」

予定価格が10万SDR(2007年現在1,600万円相当)以上の
物品を調達する際には、海外の企業も参加できる制度。

一般競争入札・指名競争入札・随意契約において適用さ
れる。

２．商取引における国際規格の意義

協定が適用されるその他の機関；
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page24_000219.html

WTO政府調達協定； http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html
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２－１ ＷＴＯ／ＴＢＴ協定

WTO（世界貿易機関）：World Trade Organization
TBT協定：Agreement on Technical Barriers to Trade

WTOとは；
ウルグアイ・ラウンド交渉の結果1994年に設立が合意され，1995年1月1日に設立され
た国際機関（GATTを改組したもの）。

WTO協定（WTO設立協定及びその附属協定）は，貿易に関連する様々な国際ルール
を定めている。

ウルグアイ・ラウンド交渉；1986年から1995年まで行なわれたGATTの多角的貿易

交渉のこと。サービス貿易や知的所有権の扱い方、農産物の自由化などについて
交渉が行なわれた通商交渉。

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade  「関税及び貿易に関する一般協定」)；
戦前の保護主義的貿易政策やブロック経済化が第二次世界大戦の一因となった
という反省に立ち、自由貿易体制を実現させるために締結された国際協定。
1947年に多国間で締結され、1948年発効・発足。日本は1955年に加盟。

© JSA2021



TBT協定

WTO(世界貿易機関)協定の一部を構成する「ＴＢＴ協定（貿易の技術的障

害に関する協定）」は、途上国を含むすべてのＷＴＯ加盟国に関し、以下の
義務を課している。

①貿易相手国によって差別的に国内規格を適用してはならない。
（Ａ国からの輸入品にはａ規格、Ｂ国からの輸入品にはｂ規格といった適用
はできない。）

②国内規格は、国家安全保障上の必要性など正当な理由が無い限り、国際
貿易上の不必要な障害をもたらす目的で作られてはならない。

③国内規格は、気候上の理由など正当な理由が無い限り、国際規格※を基
礎として作成しなければならない。

このように、ＴＢＴ協定は、各国の規制等で用いられる強制規格や任意規格を国際
規格に整合化していくことで、規格による不必要な国際貿易上の障害を排除し、公
正で円滑な国際貿易の実現を目的としている。

※ 「国際規格」・・・「国際標準化機関によって採択され、一般の人々が入手できる
規格」 → ISO,  IEC,  ITU-Tが作成する規格

© JSA2021
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規格と発行機関

欧州規格の優位性 JSA標準化教育プログラムテキスト



２－２ 認証機関

欧州認証機関を上手に使うには ジェトロセンサー 2012.9

© JSA2021
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世界の主要機関・ベンダー

デトロイトトーマツコンサルティング合同庁舎
平成30 年度工業標準化推進事業委託費
ルール形成戦略における試験・認証機関の海外展開及びメーカー企業との
分業体制に関する調査最終報告書 2019.3.15



「CEマーク」とは
欧州経済領域（EEA：European Economic Area）とトルコ（2005年にEU加盟交渉
を開始）で販売される該当商品に表示が義務づけられる基準適合マーク

EU 単一市場形成

４つの自由

人，物，サービス，資本の自由な移動

CEマークは、EUの目指す単一市場における物
の自由な移動を保証するマークCE

CEマーキングの手続きの流れ
1.当該製品に適用される指令・規則の確認
2.必須要求事項の確認と適合性評価基準の選択
3.第三者認証機関（Notified Body: NB）による適合性評価が必要かどうかの判断
4.製品試験・適合性評価（必要であれば第三者認証機関による検査）
5.技術文書の作成
6.適合宣言書の作成
7.CEマークの表示

© JSA2021



国内における認証機関(例）

一般財団法人日本品質保障機構 （http://www.jqa.jp/）

• 国際認証サービス
（各国・地域の認証を一つの窓口で一度に取得ができる国際認証サービス

を提供している。

マネジメントシステム・製品・環境等に関する認証・試験・検
査等を実施。
＜主なサービス＞
• ISO 9001やISO 14001等のマネジメントシステムの認証
• 電気製品・医療機器の認証・試験
• 計測器の校正･計量器の検定
• 建設材料・機械製品の試験・検査
• JISマーク認証
• 情報セキュリティに関する認証・検査
• 地球環境に関する審査･評価・支援
• ロボット／機能安全（IEC 61508・ISO 26262 etc）

© JSA2021
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https://www.tuvsud.com/ja-jp
海外における認証機関(ほんの例）



日本産業規格（ＪＩＳ）

国際標準化機構（ISO）
［理事国数20 （日本は常任理事国）］

国際電気標準会議（IEC）
［評議国数15 （日本は常任評議国）］

○日本産業規格（JIS）は、産業標準化法に基づき、日本産業標準調査会（JISC）の審議
を経て制定。 平成28年3月末時点で10,542規格。

○ISO/IECは、各国一標準化機関によって構成。我が国はJISCが代表（昭和27年閣議了
解）。 JISC傘下で国内関係団体（約300）が分野毎の専門委員会（約900）に対応。

専門委員会数
759

（うち日本が幹事
72）

専門委員会数 188

（うち日本が幹事 24）

＜共管＞経産省
厚労省・国交省
農水省・文科省
総務省・環境省 ＩＳＯ／ＩＥＣ国内審議団体

工業会・学会等（約３００）

事務局：経済産業省 産業技術環境局

★ＩＳＯ／ＩＥＣの各委員会等に
は、個々の国内審議団体、
関係企業、研究機関等が、
ＪＩＳＣの名の下で対応

民間企業

研究機関 学会・大学

工業会

日本産業標準調査会
Japanese Industrial Standards Committee（ＪＩＳＣ）

＜常任理事国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国

＜常任評議国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国

Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格

Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格

Ｉ
E
C
規
格

２－３ 経済産業省関係の標準化の体制

© JSA2021



1995 WTO/TBT協定 発効
強制規格や適合性評価手続の作成の際、
原則として国際規格(ISO/IEC等)を基礎とすることを義務づけ

1996     WTO政府調達協定発
効調達基準には国際規格を基礎とすることを各国に義務づけ

2001    中国のWTO加盟
ISO/IEC などの国際規格への整合化を政府主導で強力に推進

欧米先進国では、国際競争力強化のため、活発な国際標準化活動を重視

○標準化は、国民生活の利便性・安全性のみならず、市場での信頼性向上や差別化を
通じて、新しい技術を用いた市場創出に大きな効果。特にブランド力の弱い中堅・中小
企業にとっては、戦略的標準化が有用。

○ＷＴＯルールの制定により、原則として国際規格（ISO/IEC等）との整合性を図ることが
義務付けられ、国際標準化への戦略的な対応が必須に。遅れをとると、大きくビジネス
チャンスを失う可能性あり。

【WTO/TBT協定 2.4条、5.4条、
附属書３F】

＜2.4条＞
加盟国は、強制規格を必要とす
る場合において、関連する国際
規格が存在するとき又はその仕
上がりが目前であるときは、当
該国際規格又はその関連部分
を強制規格の基礎として用いる。

（注）5.4条には適合性評価手続に
ついて、附属書３Fには任意規

格について、同様の規定あり。

３ 標準化の重要性の増大

© JSA2021 TBT: Technical Barrier to Trade



Suicaカード
非接触通信方式

Felica
が実装されたICカード

経緯

ＷＴＯ政府調達協定が発効

ISO/IEC合同のICカードの国際標準化審議が
モトローラ方式とフィリップス方式で進行

JR東日本がFelica方式カードを調達準備

2000年7月

ICカードではなく近距離無線通信規格として、
Felica方式が国際規格として成立

2004年3月

1996年

2000年頃

1999年2月

2001年5月 JR東日本の公開入札でFelica方式カードの採用決定

WTO政府調達違反！

⇒国際規格成立前のため却下

モトローラが
異議申立

ソニーがFelica方式非接触式ICカードを開発1988年

後続のＩＣカード標準
化審議は各国提案が乱
立し、まとまらず。

2001年6月 フィリップス方式、モトローラ方式のICカードが国際規格として成立

３－1 Suicaカード国際標準化を巡る攻防

© JSA2021



標準化の活用

寸法、形状等にとどまらず、自社の技術・製品が市場で際立つような評価基準、
品質基準、試験方法などを、日本産業規格（ＪＩＳ）や、国際規格（ＩＳＯ規格、ＩＥＣ規格）

として標準化する。

標準化の活用により期待される効果の例

自社の技術・製品のスペック・性能の
見える化を通じて、市場での差別化を
可能にする

自社の技術・製品のスペック・性能を
変更することなく、市場投入を可能に
する

自社の技術・製品を「安心・安全・信頼」など
を根拠として市場の占有率を高めることに
より、コスト競争力強化を可能にする

一定の水準の品質基準などの標準化
により、低品質品の排除等を可能に
する

企業や研究所が保有する新しい技術や
優れた製品の普及を実現 （標準化戦略）

４ 標準化の活用により期待される効果

© 2021

知財との組み合わせ



B  標準化戦略について

5．標準と知財との組み合わせ

6．標準化戦略の事例
（標準化を利用したグローバル展開）

©JSA2021



標準化の類型
標準と特許の組合せ

（典型例）
具体的事例（標準化で特許を活かす）

①
製品の仕様
の標準化

自社特許を含めて標準化 Ｂｌｕ-ｒａｙ Ｄｉｓｃ 〔パナソニック・ソニー他〕

・ブルーレイディスクの仕様を国際標準化。
・標準に対応するために必要な特許は、無差別かつ安価にライセンス。

②
インターフェイス部分
の仕様の標準化

自社特許等の周辺イン
ターフェイスを標準化

ＱＲコード 〔デンソー〕

・ＱＲコードの基本仕様を標準化し、無償で提供。
・ＱＲコードの読み取り技術はブラックボックス化し、
読み取り機やソフトウェアを有償で販売。

⇒読み取り機では国内シェアトップを獲得。

③
性能基準・評価方法

の標準化

自社特許等を含む製品
の評価方法を標準化

金属と樹脂の接合技術 〔大成プラス〕

・金属と樹脂の接合技術に関する標準が存在しないため、
性能を客観的に証明できず、市場開拓の壁に直面。
・大手樹脂メーカー（東ソー、東レ、三井化学）とともに、
自社接合技術の強度の評価方法を国際標準提案。

⇒これまでに進出できていない自動車や航空機分野への本格展開を
狙う。

標準
特許

特許
等

標準

標準

特許
等

評価

○標準に対応するために特許が必要な場合（標準必須特許の場合）、特許権者は、無償もしくは非差別
的かつ合理的条件（ＲＡＮＤ条件）で特許権の実施を許諾することが求められる。

○こうしたルールを踏まえた、戦略的な標準化が重要に。 (Reasonable And Non-Discriminatory licensing)

ＱＲコード
は標準化し
無償化

読み取り機
で収益確
保

ライセンス

５ 標準と知財との組合せ
５－１ 市場を大きくして知財を生かす

©JSA2021



○ 自社技術・製品の協調領域と競争領域を見極めた最適なオープン・クローズ戦略を

踏まえ、標準化戦略と事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略と一体的に推進する

ことが重要。

コア領域 コア領域以外

・秘匿化（ノウハウ）
・知財占有化
－独占実施
－権利侵害差し止

め
－高額ライセンス
（ファブレス）

差別化
の源
泉

・ライセンス
・クロスライセンス
・パテントプール
・ＲＡＮＤ
・無償実施
・オープンソースソフ
ト

標準化

コア領域を特定

クローズ化 オープン化

【出所：日本工業標準調査会第24回総会（2013年2月26日）資料７よ
り抜粋】

企業における開発・標準・知財戦略
の一体的推進

オープン・クローズ戦略

５－２ 事業・研究開発・標準化・知財戦略の一体的推進

RAND条件：無償もしくは非差別的、かつ合理的な条件

© JSA2021



６ 標準戦略事例
（最近採択された事例紹介）

１．再帰性日射反射フィルムの事例

2．気泡識別型粒子計測器の事例

©JSA2021
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6-１ 最近採択された事例Ⅰ
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6-1-2 再帰性日射反射フィルムの効果



6-1-3 熱線再帰フィルム、及びその効果実証

https://www.dexerials.jp/products/window-film/albeedo.html



6-1-4 再帰性能に関する試験方法規格制定の意義

日本発の技術が普及することで都市の熱環境が改善する。

色々な企業が参入すれば、競争が起こり、
その結果、性能が向上し、コストは下がることが期待できる。

日本発の技術によって、
アジアの建築市場の成長を日本経済に取り込むためにも、
日本で規格を先導し、各社の参入を期待している。

試験方法に関するJIS規格の制定により、
再帰性能の客観的な評価方法が確立されることになる。

環境省や自治体で取り組んでいる都市の熱環境改善策の一環として、需要と供
給が加速される。



○テーマ名 

潤滑油の気泡識別型粒子計測器について

の気泡識別性能の評価方法 

○提案者 

トライボテックス株式会社【愛知県】 

 

○テーマの概要、期待される効果  

運転中の軸受の潤滑油には多数の気泡が含まれています。本提案は、潤滑油中に混在してい

る気泡と粒子を気泡識別型粒子計数器により識別する気泡識別性能の評価法を標準化するも

のです。従来法は、潤滑油を減圧脱気した後に油中粒子数を計測するのに対し、本法は脱気が

不要で、気泡と粒子が混在していても迅速に計測できるのが特徴です。本標準化により、2050 年

目標のカーボンニュートラル電源として重要度が増す風力発電や重要なインフラ設備である発電

所、或いは大型ポンプ施設等、広い分野において気泡識別型粒子計測器が利活用され新しい市

場の拡大が期待されます。また、本技術が状態監視技術を必要とする大型回転機械に活用され

ることにより、我が国の機械設備の高度化に寄与し日本の産業競争力強化に繋がることが期待

できます。 

 

6－２ 最近採択された事例Ⅱ



6-2-1 提案の背景

発電用タービン、航空機用ジェットエンジンの滑り軸受けにおいて、
潤滑油の粒子分布を測定することで、軸受けの摩耗状態を評価することができる。

（摩耗粒子のサイズと摩擦面の摩耗進展状態との間には相関があるので、油中粒子
のサイズと数を把握することは、機械保全の面から非常に重要である）

しかし、機器使用中は粒子と同サイズの気泡が多量に存在するため、
潤滑油中粒子の粒子径分布をリアルタイムで正確に監視することができない。

現状は定期診断（年数回）によるラボ測定

重大インシデントの発生を適宜に予測することが困難
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6-2-2  潤滑油中粒子径分布リアルタイム監視の必要性

水車発電機、タービン発電機、航空機エンジン、圧縮機、高圧ポンプ、水中ポンプ、スクリュー、工作機械など

標準化の必要性

運転中の軸受のCMB保全管理を効率よく行うことを目指して、

気泡を含んだ潤滑油のリアルタイム「粒子数カウント」に関する測定方法の普及

高額な分解点検の回数を減らす安価で信頼できる状態監視の手法として、
気泡識別型リアルタイム粒子計測器を普及が効果的

また、機械故障による波及損失の防止を図ることが出来る。

30

１．年１回の定期点検よりも、リアルタイムで軸受けの摩耗状態を監視できるようになり、より適切
なメインテナンス（保全）が可能となる。

２．軸受けのリアルタイム監視により、機器システムの安全性の向上や運転管理の
信頼性向上に寄与する。

→ 最適時期における最適補修

TBM （Time based Maintenance）から
CBM (Condition Based Maintenance）、及び
PRM (Proactive Maintenance)  へ移行

現有の潤滑油用粒子カウンターに関する規格（JIS B9916及びJIS B9932）では、ボトルサンプルを脱気処理し
た試験油を用いることを前提としている。
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設備機械のCBM、及びPRMに用いるパラメータとして、
従来から広く利用されているもの；温度、圧力、音、振動。

それに加えて、
新たに設備機械の軸受摩耗の状態をオンライン、リアルタイムに的確に捉えるこ

とが可能となる測定方法の普及を目指す。

6-2-3 標準化（JIS）を行う目的

気泡が存在する運転中軸受の潤滑油中に含まれる粒子の粒径分布リアルタイム測定方法

・大型軸受けの運転管理コストの低減
・タービン等の大型設備の運転信頼性の確保

JIS化によって

不具合の結果、症状がでる。

近い将来は大型軸受けのスマート管理

予防保全のためのオンラインリアルタイム測定



C  新市場創造型標準化制度とは

７．新市場創造型標準化制度

８．制度活用の手順と留意事項

©JSA2021

経済産業省の以下のURLに事例概略が掲載されています。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/katsuyo/shinshijo/index.html



７－１ 新市場創造型標準化制度（概要）

○標準化官民戦略に基づき、平成２６年７月、業界団体を通じたコンセンサスを求めない「新市場創造型標準化制度」を創設。

従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、ＪＩＳ化や国際標準提案を可能に。

© JSA2021



(1) 標準化提案の内容が、優れた独自の技術に基づくものであり、新市場の創造や産業競争力
の強化といった政策目的に合致すること。

(2) 標準化提案の内容が、JIS規格として、又は、ISO/IECにおける国際標準として適切に取り扱
われるものであること。

(3) ①当該新技術等に関係する団体が、原案作成団体又は国内審議団体を引き受けることが
困難であること。

②上記①を確認の上、JIS制定を了承する場合は、JSAが原案作成団体となります。
③上記①を確認の上、国際標準化を了承する場合は、JSAが国内審議団体となり、

JSAから国際標準提案を行います。

企業等から「新市場創造型標準化制度」の利用を申請した場合、

以下の点を確認します。（日本産業標準調査会（JISC）にて確認）

© JSA2021



© JSA2021

年２回
11月、 4月



開封後も液体内容物が

高い鮮度を保つことが

可能な逆止弁を用いた

液体用高機能容器の評

価方法を標準化。

（ＪＩＳ化）

液体用高機能容器に関する標準化
株式会社 悠心

（新潟県、従業員12人）

自動車用緊急脱出ツール
に関する標準化

株式会社 ワイピーシステム
（埼玉県、従業員25人）

交通事故などで自動車
に閉じ込められた時に
使用されるガラス破砕・
シートベルト切断ツール
に関する破砕・切断性
能を標準化。（ＪＩＳ化）

○平成２７年５月、中堅・中小企業から提案のあった５件について、「新市場創造型標準化制度」を活用し
て標準化を行うことを初めて決定。

○日本規格協会（ＪＳＡ）が提案企業を含めた原案作成委員会を構成し、標準化の原案を作成済。

中堅・中小企業等の優れた技術や製品の標準化を進め、新たな市場の創出。
事例； https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/katsuyo/shinshijo/pdf/210730_zireisyuu.pdf

７－２ 新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要

© JSA2021

耐久性、測定性能に優れる蛍光式の酸素濃度計の評価方法を標準化。
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７－３ 標準化活用支援パートナーシップ制度（概要）

○中堅・中小企業等における標準化の戦略的活用について、経産省と日本規格協会（JSA）が自治
体・産業振興機関、地域金融機関、大学・公的研究機関等と連携し、JSAに配備する「標準化アド
バイザー」を中心にして、(インターネットTV電話等を活用しながら)「どこでも」きめ細かく専門的に支援
する「標準化活用支援パートナーシップ制度」を平成27年11月に創設・運用開始。

中堅・中小企業等の優れた技術・製品の標準化

© JSA2021

中堅・中小企業等

＞日本規格協会（JSA）
＜標準化アドバイザー

パートナー機関
（自治体・産業振興機関、

地域金融機関
大学・公的研究機関等）

企業支援担当者への
研修

企業の課題等に関する情報
提供、専門的支援依頼 企業等の課題把握

標準化アドバイザーによる
専門的支援の機会提供
（セミナー、面談等）

標準化の戦略的活用に関する専門
的支援（情報提供、助言、
標準の原案作成等）

TAMA協会



８ 制度活用の手順と留意事項

○標準作成を希望する企業には、標準作成に係る主な経費は国の予算を申請できます＊。

※ ただし、標準作成に参画いただく自社社員の人件費は標準作成に取り組む企業に負担いただきます。
（制定委員会委員長等の人件費は国の予算から拠出可能です。）

ステップ 所要期間 予算措置

１ 標準化アドバイザーとの個別相談
約2～4ヶ月（面談２～３回＋メール）

※ 相談内容及び企業側の応対により延長/短縮

－
（相談は無料）

２
JSA支援による標準作成の申請

日本産業標準調査会における審議・承認
約２～３ヶ月 －

（申請は無料）

3 標準原案の作成
約１年

※ 国際標準の場合は、標準化提案後に原案作成も可
〇＊

４
標準原案の提出（標準化提案）
標準化機関における標準原案の審議

標準の制定・発行

国際標準（ISO/IEC）：約２～４年
国内標準（JIS） ：約０.５～１年

〇＊

承認が得られた場合、経済産業省からプレス発表（申請企業名（及びパートナー機関名）入り）

© JSA2021

＊2021以降、大企業は自己負担の場合もある。

８－1 制度活用のステップ



ご相談頂く前に、以下について一度セルフチェックお願いします。「否」があっても、ご相談ください。

８－２（１） JISC及びJSAへ事前相談する際の留意事項

© JSA2021

1. 技術は先端的ですか？
・他社と比較して、優位性がありますか？ .

2. その技術は標準化によって、際立たせることができますか？
＊その技術を際立たせる試験・評価方法や要求水準を客観的・統一的に規定できますか？

3. 類似規格/強制法規はないですか？
* 重複している場合は、原則規格作成は困難です。

４. 提案企業に求められること
＜保有している関連情報の提供＞

＜経営層の理解、積極的な関与＞

５．標準化にはメリット、デメリットがありますが、メリットが多いですか？
（戦略例）・他社が参入してきても、特許で基本技術が守られており、その特許を有償公開する。

・技術ノウハウは簡単にまねできない、追いつかれたときには、先行者利益を得て次の開発 に移
行している。 など。



新市場創造型標準化制度の個別面談窓口及びお問合せ先

新市場創造型標準化制度の活用をご希望される場合には、
一般財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）にて個別の事前面談を
受け付けしておりますので、お問い合わせください。

なお、上記以外のお問い合わせ等につきましても受けており、
以下によりよろしくお願い致します。

一般財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）「総合標準化相談室」迄
事務局 岩田良夫（iwata@jsa.or.jp）宛

新市場創造型標準化業務 TEL：050-1742-6025

©JSA2021


