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本日お伝えしたいこと
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①新しい製品・サービスを普及させるには
同時にルールも普及させることが重要

②ルールメイキングはベンチャーにも実施可能

③課題はスピード。ベンチャーはブースター
を利用することを検討すべき
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ルールとは何か

ルール

強制 ⇒ 規制

任意 ⇒ 標準



1.標準化とは

2.標準化の使い方

3.標準化を進めるには
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身の回りにある「標準」

 我々の身の回りには、標準化されているものが溢れている。

形や寸法が統一され、
どこでも、誰でも利用できる

誰でも一目で特定のものとして
認識できる

リチウムイオンバッテリーの
発火防止

幼児対策として、ロック付、
回転ホイールを堅くする

互換性、品質の確保 安心・安全の確保
形や寸法の統一、一定の強度の要
求により、安心かつ安全に使用できる

車イススロープ

高齢者・障害者の安全確保

情報・認識の共有

省エネルギーラベル
(省エネ目標表示)点字ブロック

ものに接触するだけで判別できる
日常生活で安全に暮らせる

省エネ性能の見える化
環境にやさしい

形態安定加工

利便性向上
生活でより役立つもの

環境保護

海洋生分解性プラスチック
(2020年発行予定) QRコード



 策定過程から、標準はデジュール・フォーラム・デファクトの３種類に分類される。

標準の種類

デジュール標準 フォーラム標準 デファクト標準

概要
標準化機関における合意経て
策定される公的な標準

特定分野の標準化に関心が
ある企業群の合意で策定され
る標準

特定企業の製品・サービスが
合意なしで国際的に普及する
ことで生まれる事実上の標準

例

 国際規格（ISO等）
 地域規格（CEN等）
 国家規格（JIS等）

 IEEE、SAE、ASTM
等

 Windows、Google検索
等

特徴
 加盟国／策定国内で適

用される標準
 審議に時間がかかる

 参加企業内で適用される
標準

 合意形成のプロセスが存在
しない

４

本日の説明の中心
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標準化とは

 標準化とは、一定のメンバーの合意を得て規格(合意内容をまとめた仕様書)を策定し、
当該規格を普及する行為。

①バラバラの仕様の
製品があると普及しにくい

②合意を形成して
規格を策定

ISO/IEC JIS
国際規格 国家規格

④相乗効果を生み出し
市場自体が拡大

③規格を普及させて
規格利用者を増やす

標準化前 規格策定 規格普及 標準化後
＜標準化＞

※本資料における「標準化」の定義は、JIS Z 8002:2006に記載のとおり、規格を作成し、発行するだけでなく、実装する過程を含んでいる。

フォーラム

団体規格
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例えば、JISとはこんなもの①

鉛筆（JIS S 6006：2000「鉛筆、色鉛筆及びそれらに用いるしん」）

芯の硬さ： 9H～2H、H、F、HB、B、2B～6B

形状安定性
・しんが抜けない
・軸の曲がりが0.4mm以下
・しんの偏心が0.3mm以下

表示
・種類〔硬度〕
・製造者名

サイズ
・長さ172ｍｍ以上
・軸の直径8ｍｍ以下

安全性
・塗料の有害性
・芯の有害性
・しんの曲げ強さ



③ 市場獲得への環境整備
規制・調達基準への引用や
認証取得により、
規制や調達基準の下での

市場拡大。
第三者認証の取得により

顧客からの信頼を獲得。

企業が標準化に取り組む意義

戦略的な標準化活動をビジネスチャンスにつなげることが可能に

 標準化を通じて、以下のようなビジネス上の効果が期待できる。
① 新市場の創造（認知度向上、新たな技術の客観的な証明）
② 競争優位性の確立（分類化による差別化）
③ 市場獲得への環境整備（規制への引用、認証の取得）

① 新市場の創造
新技術であるが故、認知度
が低く、技術の優位性を証
明できない場合、
認知度向上や新たな技
術の客観的な証明が可能。
新市場の創造の後押しに。

② 競争優位性の確立
自社技術の優位性を際立
たせるルール（分類化）に
より、
自社製品の性能の優位
性を強調することが可能。
自社製品を変更すること
なく、販売拡大に。
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1.標準化とは

2.標準化の使い方

3.標準化を進めるには
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よくある出来事

• 画期的な商品が完成
• 顧客のニーズにマッチした

性能を業界で初めて実現

• （安全性や耐久性を含
む）製品性能を確認する
自社試験もクリア

• 大繁盛の自信をもって営
業を開始

営業開始

相手：大手企業の導入実
績はあるの？

自社：まだありません

相手：この性能はどうやって
証明しているの

自社：自社で試験を実施し
て証明しています

相手：大手企業が導入した
ら教えて

自社：え、ちょっと、えええ

営業不成功
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よくある出来事をこう変えたい

• 新商品の完成と同時にデ
ジュール標準も完成

• 顧客のニーズにマッチした
性能を業界で初めて実現

• （安全性や耐久性を含
む）製品性能を確認する
デジュール標準に従った
試験もクリア

• デジュール標準適合試験
結果をもって営業を開始

営業開始

相手：大手企業の導入実
績はあるの？

自社：まだありません

相手：この性能はどうやって
証明しているの

自社：デジュール標準に
従った試験を実施して
証明しています

相手：検討したいから実物
を試させてほしい

自社：ぜひともお願いします

営業成功

• 研究開発段階から、新商
品の性能を客観的に証
明するルール形成を実施



 シグマ株式会社（広島県、従業員180人）は、自動車のシリンダ・バルブボディなどの
きずの自動検査装置を開発。

 しかし、目視で行われるきずの評価は取引先で異なり、関係者のコスト上昇要因に。
 標準試験片（物差し）の開発・標準化により、品質の証明（差別化）を図り、装置

の販売環境を改善。同時に、メーカー側の過剰品質の低減や生産性の向上に寄与。

規格作成にあたっての期待・動機
目視検査による曖昧さと品質基準の曖昧さが円滑な取引の妨げになっていた。
標準試験片で品質基準を定め、検査装置を普及させ生産性を向上させたい。

規格の概要（機能を評価するための試験方法）
自動車部品等の加工穴内面のきずを自動検査する装置の評価や校正に使用
する標準試験片を定める。

効果
品質基準の明確化で、取引先の歩留まり・検査時間が大幅に改善。
10％改善した所も。これに伴い検査装置の売り上げも増加。
売上推移：2017年（JIS作成前）（100）→2018年（JIS化後）（150）

今後の展開
製品の海外展開環境を整えるため、ISO化を検討中。

【事例】競争優位性の確立（自動車の自動検査装置）
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【事例】海洋プラスチックごみ問題（SDGs・環境分野の標準化）
 プラスチックごみの流出による環境汚染問題の解決策のひとつとして、海洋生分解性プラ

スチックの開発・市場拡大が重要。
 海中での分解性能を正当に評価する国際標準をつくり、適切な市場形成を促すことで、

日本の優れた素材メーカーを際立たせるとともに、地球環境への貢献を目指す。

 海洋生分解性とは、海洋中で微生物が
生成する酵素の働きにより、最終的に、
水と二酸化炭素に分解されるもの。

 ドイツやイタリアでも、海洋生分解の試験
方法に関する国際標準を提案中。

 現在、日本では、海洋生分解のメカニズ
ムの解明と、それに基づく素材開発に関
する先導研究を実施中（NEDO）。

（現在、ISO提案を検討中）
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オープン＆クローズ戦略

 ①市場でのポジション、②技術の優位性・将来性、③知的財産の支配性などを勘案して
オープン戦略とクローズ戦略を使い分けることが最適な戦略実現に不可欠。

“Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy” Carl Shapiro and Hal R. Varianを参考に経済産業省が作成

業
界
に
お
け
る
自
社
の
シ
ェ
ア

業界全体の総売上

完全なクローズ
自社しか提供できない製品・サービス
自社のシェアは最大になるが
業界全体の総売上は最低になる

完全なオープン
誰でも提供できる製品・サービス
業界全体の総売上が最大になるが、
自社のシェアが最低になる

オープン＆クローズ戦略
オープン戦略とクローズ戦略を使い分け、「自
社のシェア×業界全体の総売上」が最大にな
るポイントを選択する

最適な戦略は、
・市場でのポジション
・技術の優位性と将来性
・知的財産の支配性
などで決定される



1.標準化とは

2.標準化の使い方

3.標準化を進めるには



標準化の進め方

 主な規格の制定は、以下の過程で進めることが可能。
 規格制定スピードを上げるには、利害関係者・専門家と入念に連携しておくことが必要

国際標準化機構/国際電気標準会議
【ISO/IEC】

※ISO:電気分野以外の国際標準
※IEC:電気分野の国際標準

制度申請主体
及び

日本規格協会(JSA)

国際規格(ISO/IEC) 国家規格(JIS)

団
体
組
成

規
格
審
議

通常ルートを利用 新市場創造型標準化制度を利用

日本産業標準調査会
【JISC】

※経済産業省が事務局
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原
案
作
成

ISO/IEC:国内審議団体
JIS:原案作成団体

※主に業界団体や学会

※: 利害関係者の一定の合意がなければ ISO/IEC/JICSの規格審議を通過することはできない

※

ISO/IEC:国内審議団体
JIS:原案作成団体

※主に業界団体や学会



ご清聴ありがとうございました
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