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①標準が発行されるまでの道すじ
原案を作成してから、JISで半年～1年、ISOでは約3年程度必要。
 ISOでは年に数回の国際会議、委員会内投票（期間：3が月程度等）もあり、長時間。

ISO/IECへの国際規格提案
承認要件：投票したＰメンバの過半数が賛成、かつ、

５カ国以上から専門家派遣

ＷＧでの国際規格原案の作成

TC/SCでの審議
承認要件：TC/SCのＰメンバのコンセンサス、又は、

投票したＰメンバの2/3以上が賛成

ISO/IEC全加盟機関への意見照会
承認要件：投票したＰメンバの2/3以上が賛成、かつ、

反対が投票総数の1/4以下

ISO/IEC規格の制定・発行

主務大臣への申出（JIS制定の提案）
主務大臣：経済産業大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、農

林水産大臣、文部科学大臣

日本工業標準調査会（JISC）での審議
ポイント：国家標準として定めるに足る技術的内容を確保しているか
承認要件：標準化の利点が認められ、かつ、標準化の欠点が認め

られないこと

日本工業規格（JIS）の制定・発行

最終国際規格原案の承認
承認要件：同上

国際標準（ISO/IEC）の審議・制定プロセス 日本工業規格（JIS）の審議・制定プロセス

通
常
約
２
～
４
年

※TC/SC: 国際規格の作成業務を行う技術分野別の専門委員会/分科委員会
Pメンバ：TC/SC 内の業務に積極的に参加、投票・会議への貢献等の義務を負う

通
常
約
半
年
～
１
年

※JIS制定等の手続きの透明性を確保するため、JISCにおけるJIS
制定・改正作業計画やJIS原案を公開するとともに、国内外関係
者からの意見陳述の機会を設けている。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・その後、原案についてＪＩＳの場合はＪＩＳＣ、つまり経産省、国際規格の場合はそれぞれの会議で審議されます。　このとき、企業にも出席していただき、提案内容の説明や質疑対応を行っていただきます。



ISO 名称
TC23 農林業用トラクタ及び機械
TC39 工作機械
TC58 ガス容器
TC70 往復動内燃機関
TC72 繊維機械及び付属品
TC82 鉱山
TC86 冷凍技術及び空気調和技術
TC101 連続搬送装置（コンベアホイスト）
TC109 オイルバーナ及び付属装置
TC112 真空技術
TC115 ポンプ
TC117 工業用送風機
TC127 土工機械
TC130 印刷技術
TC142 空気及びその他のガスの清浄装置

ISO 名称
TC184 産業オートメーションシステム
TC185 超過圧力に対する保護用安全機器
TC192 ガスタービン
TC195 建設用機械及び装置
TC199 機械類の安全性
TC209 クリーンルーム及び関連制御環境
TC214 昇降式作業台
TC220 極低温容器
TC244 工業炉と関連装置
TC261 積層造形
TC270 プラスチック加工機械及びゴム加工機械
TC281 ファインバブルテクノロジー
TC293 飼料機械
TC299 ロボティクス

担当TC：国内活動・国際提案等
：国内活動活発
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【参考②】日本企業の標準化に対するスタンス

 標準化等のルール形成に積極的な企業が少なく、また、標準化を担う人材も若手を中
心に不足し中長期的な懸念に。
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Q. 最も中心的な役割を担っている
参加者の年齢

中国 出所：国内審議団体へのアンケート
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ルール形成に対する国内企業の意識の推移
（ルールに関する会社の方針）

ISO/IECの参加者の年齢構成

出典：経済産業省 2019年版ものづくり白書

出典：経済産業省調べ
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事業活動はﾙｰﾙに適合していなければならない

事業活動を利するように変えていくべき

ﾙｰﾙに適合させるか、新たなルール作りを働きかけるかはｹｰｽごとに判断
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②-1 国際提案に対する支援策ー戦略的国際標準化加速事業ー
令和2年度概算要求額 23.3億円（22.3億円）

産業技術環境局 基準認証政策課
03-3501-9232

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要
第4次産業革命の時代を迎え、ルール形成を通じた市場開拓・拡大

やイノベーションの成果を社会実装するために、標準化の戦略的な推
進が極めて重要になっています。

 このため本事業では、モノやサービスをつなぐための異業種間連携等が
必要な分野や、先端技術に関するルールの整備に必要となる分野等
について、アジア諸国等との共同研究や関連技術情報・実証データの
収集、国際標準原案の開発・提案などの事業を実施します。国際標
準化に必要な場合は、日本産業規格（JIS）の開発を併せて実施
します。

 また、国際標準を活用して市場優位性を確保できる体制の構築を目
指して、国際標準化戦略に係る調査研究、国際標準化機関におけ
る政策・マネジメントへの適切な関与や海外標準化機関との標準化
協力、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（国際標準化機関の国際幹事・議長候補等）の育成等を
行います。

成果目標
平成24年度から令和4年度までの11年間の事業であり、本事業を

通じて国際標準を国際標準化機関に提案し、(3年程度を要する国
際標準化機関での審議を経て)令和7年度までに累計800件の国際
標準の発行を目指します。(平成30年度までに448件を発行済)

 国際標準化戦略に係る調査研究
• 海外の規制やフォーラムを含む標準化動向等についての情報収集・分析 等

 国際標準化機関等対策活動
• 国際標準化機関における政策・マネジメントに係る議論や他国提案への対応、
海外標準化機関との標準化協力、日本での国際会議開催 等

 標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供
• 企業・消費者等向けセミナー・個別相談、功績者表彰等の実施
• 各地域の標準化パートナー機関等が連携して中堅・中小企業等を支援するた

めの体制構築 等
 次世代標準化人材育成

• 国際幹事・議長候補等の国際会議等への派遣（OJTによる国際標準化業
務の修得・他国専門家との人脈形成等） 等

 JIS法・計量法の適正な執行
• 法改正、制度見直しに係る周知・相談応対、指針・基準に係る調査研究 等

国際標準開発（テーマ例）

我が国の国際標準化戦略を強化するための体制構築

国 民間企業等
委託

人工知能（AI）の普及に向けた環境整備に関する国際標準化

AI普及の環境整備のた
め、発注側と開発側で共
通の認識を持つべき事項
に関する標準を開発する
とともに、従来のソフトウェ
アとは異なり、学習により
出力が変わるAIの特性を
踏まえた品質評価の考え
方についても標準化を進
める。

（入力）観測・データ収集

（
出
力
）
実
行
・
制
御

（
学
習
）
認
識
・
モ
デ
ル
化

評価の考え方のガイドラインを標準化

学習により変化。
同じ尺度では
評価できない？
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②-1 国際提案に対する支援策ー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ー 令和2年度概算要求額 26.0億円（26.3億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託

事業イメージ

事業目的・概要
第4次産業革命の時代を迎え、ルール形成を通じた市場開拓・拡大

やイノベーションの成果を社会実装するために、標準化の戦略的な推
進が極めて重要になっています。

 このため本事業では、我が国が強みを有する省エネルギー等に関する
製品・システム等について、アジア諸国等との共同研究や関連技術
情報・実証データの収集、国際標準原案の開発・提案、国際標準の
普及を見据えた試験・認証基盤の構築などの事業を実施します。

 また、国際標準を活用して市場優位性を確保できる体制の構築を目
指して、国際標準化戦略に係る調査研究、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（国際標準化機関の国
際幹事・議長候補等）の育成等を行います。

成果目標
平成26年度から令和34年度までの9年間の事業であり、本事業を

通じて国際標準を国際標準化機関に提案し、(3年程度を要する国
際標準化機関での審議を経て)令和37年度までに累計350件の国
際標準の発行を目指します。(平成30年度までに123件を発行済)

省エネルギー等に関する国際標準開発（テーマ例）

我が国の国際標準化戦略を強化するための体制構築
 国際標準化戦略に係る調査研究

• 海外の規制やフォーラムを含む標準化動向等についての情報収集・分析 等
 国際標準化機関等対策活動

• 国際標準化機関における政策・マネジメントに係る議論や他国提案への対応、
海外標準化機関との標準化協力、日本での国際会議開催 等

 標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供（セミナー、個別相談）
 次世代標準化人材育成

• 国際会議でのOJTによるスキル・ノウハウの習得 等

スマートモビリティ

自動車専用道路自動運転システム

自動走行の実現には、多様な要素技術等の連携が必要。国連主導で関連法規
制の議論が進んでおり、規制引用を見越した国際標準開発の一部を日本が主導。

トラック隊列走行システム
車間調整機能、レーンチェンジ時の安全
確認機能等の評価方法などを標準化

通信プロトコルや車間を保つ制御シス
テムの評価方法などを標準化
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②-2 開発された国際標準ーサービスロボット分野（ISO/TC299）ー

生活支援ロボットの安全要求事項
 2009年に実施したNEDOプロ「生活支援ロボット実用化プロジェクト」にて生活支援ロボットの安

全に関するデータの収集、対人安全性基準、安全検証試験方法及び安全認証手法を確立。
 NEDOプロで得られた成果を基に（一社）日本ロボット工業会への委託事業で2014年にISO 

13482（生活支援ロボットの安全要求事項）を制定し、現在、改訂提案調整中。
腰補助用装着型身体アシストロボット性能基準及び試験方法
 2017年に新市場創造型標準化制度を活用し、性能基準及び試験方法を定めたJIS B8456-

1を開発。
 JISを基に国際提案を行い、2018年5月に承認。
 現在原案審議2020年の発行を目標に原案審議中。

現在の国際標準化状況
・ISO 13482：生活支援ロボットの安全要求事項
2016年4月制定の生活支援ロボットのタイプ別安全性規格 JIS B8445（一般要
求事項）、B8446-1（移動型）、B8446-2（装着型） 及びB8446-3（搭乗
型）を基に、ISO規格の改訂提案調整中（2019年改訂提案予定）。

・ISO 18646-4：腰補助用装着型身体アシストロボット性能基準及び試験方法
腰補助ロボットの性能及び試験方法規格 JIS B8456-1を基に提案を行い、2018
年5月にNP提案が承認され、現在原案審議中。2020年発行目標。

Prof. Sankai, University of Tsukuba / CYBERDYNE Inc.
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート




②-2 開発された国際標準ー産業オートメーション分野（TC184/SC4）ー

製品形状データの品質基準（ISO 10303-59）
 各製造工程のITシステムを渡り歩く際のデータ変換による3次元CADデータの品質不良の問題が

深刻となり、自動車、航空機を始めとした産業会からの要請を受け、標準化委託事業を活用して
2008年にデータ品質基準を定めるISOを制定。

 2014年に改訂版を発行し、自動車、航空機を始めとした世界中のあらゆる産業会で広く活用さ
れている。

製品データの同一性検証方法（ISO 10303-62）
 データ変換によって生じる実数データの変化が応用機能に支障が出ないか検証可能とする検証規

格を日本から提案し、2018年にISOを制定。
 自動車、航空共通の製品モデルデータ規格（ISO 10303-242）で採用され、精度が要求さ

れコストの高い重要部品の開発の開発期間の短縮、製品の優位性の維持が可能。
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③-1 身近な拠点の整備 （パートナーシップ機関によるサポート）

 標準に関する情報や気付きが得にくいことが、地域企業による標準の活用が進まない要因と
の仮説の元、自治体の産業振興機関や地域金融機関等、企業の身近な場所で標準に関
する情報が得られるような拠点を整理。

 併せて、地方経済産業局を中心に、案件の発掘活動や説明会の開催等を実施。

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

全国約160）

政府関係機関等
（日本規格協会(JSA):標準化
アドバイザー、日本弁理士会、工

業所有権情報・研修館
(INPIT)、商工中金、中小機

構、JETRO）

企業

標準化・知財セミナー等による支援ツールの紹介
民間企業等の課題把握
標準化の戦略的活用に関する専門的支援

（情報提供、助言、予算等支援、共同研究
及び試験の実施等）
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活動開始の
事前合意

原案作成

③-2 より柔軟な標準化活動を可能にする仕組み～新市場創造型標準化制度～

 業界横断的分野や業界団体に属さない企業による標準化活動は、従来の業界団体
を中心とした我が国の標準化体制では検討が難しい。

 これを解消し、柔軟な標準活動を可能とする「新市場創造型標準化制度」を運用中。
 本制度を活用し、これまでの24件の規格を制定。

：既存プロセス ：制度活用プロセス

業界団体等提
案
主
体 提案主体等

審議 規
格
制
定
・
改
正

＜国際規格＞
国際標準化機構
国際電気標準会議

＜国内規格＞
日本産業標準
調査会JISCの審議

業界団体等
関係者

＜条件＞
提案する標準が、以下の場合、本制度を活用した標準化が可能に。
・新市場の創造や産業競争力の強化などに資する場合
・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。
・業界団体が存在しないもしくは特定の業界団体では引き受けることが出来ない場合
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③-3 開発JISの事例ー空気調和技術（新市場創造型標準化制度活用事例）

木村工機（株）
 現在普及している水式空調システムについは規格・法規

が既に存在しているが、木村工機が製造する空気式空調
システムについては優れた快適性、省エネ性能を持ってい
るにも関わらず規格、法規等が存在せず性能証明が出来
なかったことから2018年7月に新市場創造型標準化制
度に申請。

 空気式空調システムは、加熱される天井放射パネルによっ
て、放射原理による熱移動と微風の空気吹出しを利用し
、省エネと快適な室内の温熱環境を両立することが可能。

ダイキン工業（株）
 ヒートポンプデシカント方式調湿外気処理機は、空調機の

温調運転に左右されることなく、年間を通じて安定した湿
度コントロールが可能なダイキン工業(株)独自の新たな空
調システム。規格等の性能評価指標が存在しなかったこと
から2017年9月に新市場創造型標準化制度に申請。

 省エネと快適性を両立した省エネ形空調システムに用いら
れ、ヒートポンプ技術とデシカント技術を融合し、高効率な
湿度コントロールを可能とする、調湿外気処理機の性能
特性評価等を標準化。

調湿外気処理機（出所：ダイキン工業（株））

：天井放射パネル(右図
)

冷
温
水
発
生
装

置

＜現在の標準化状況＞
・JIS原案作成委員会審議が終了し、申出手続き中。
・2019年度上旬を目標にJIS制定予定。

＜現在の標準化状況＞
・2018年12月に第1回JIS原案作成委員会を開催。
・実証試験を経て、2019年度内を目標にJISを制定予定。

空気式天井放射空調システム に関するJIS開発 ヒートポンプデシカント方式調湿外気処理機に関
するJIS開発

＜新市場創造型標準化制度＞
新市場の創造や産業競争力の強化につながる戦略的な標準化を推進するため、企業が保有する優れた技術や
製品について、従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、迅速な標準化提案を可能にする制度。（平成
26年5月策定）
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【参考】新市場創造型標準化制度（利用例）
 これまで、35件の活用を決定し、JIS化を12件達成済み。優れた技術や製品の標準化を進め、新

たな市場の創出につながることが期待される。

腰補助用装着型身体アシストロボット
に関する標準化

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 株式会社
（茨城県）

高齢化社会を迎え、生活支援
分野でのロボット活用の需要の
高まりを受け、重労働の負担
軽減を目的とする腰補助用装
着型身体アシストロボットについ
てJIS化。
（H29年10月、JIS B 8456-1
として公示）

マイクロＯリングに関する標準化
ケーイーエフ 株式会社

（千葉県）

次亜塩素酸水生成装置に関する標準化
アマノメンテナンスエンジニアリング 株式会社

（神奈川県）
株式会社 東芝、森永乳業 株式会社

塩化物イオンを含む水溶液を
電気分解して低濃度の次亜
塩素酸を含有する次亜塩素
酸水を生成する装置（次亜
塩素酸水生成装置）について
JIS化。
（H29年10月、JIS B 7996
として公示）

排ガス中のダスト濃度自動計測器
に関する標準化

株式会社 田中電気研究所
（東京都）

プラスチックの極微量酸化の光学的検出方法
に関する標準化

東北電子産業 株式会社
（宮城県）

定量核磁気共鳴分析法に関する標準化
和光純薬工業 株式会社

（大阪府）
日本電子 株式会社

有機物質の定量分析において
SIトレーサブルな分析値を求め
ることができ、広範な技術領域
で分析作業の迅速化となる定
量核磁気共鳴（qNMR）分
析法についてJIS化。
（H30年1月、JIS K 0138
として公示）

＜新市場創造型標準化制度の進捗状況＞ H29年度公示案件の例（計6件）

1mm

プラスチック製品の品質管理や新素
材開発にあたって、プラスチックの酸
化劣化をごく初期の段階から、非常
に迅速かつ高い感度で評価が可能
となる極微量酸化の光学的検出
方法についてJIS化。
（H30年1月、JIS K 7351
として公示）

大気環境保全対策及び監
視等を目的として、自動計
測による連続モニタリングで
幅広く使用されているダスト
濃度自動計測器について
JIS化。
（H30年1月、JIS B 8701
として公示）

精密機器や電子機器などで用
いられる超精密用Ｏリングの形
状、寸法及び測定方法について
JIS化。

（H30年3月、JIS B 2401-1
として公示）

※補足：28年度公示は5件
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