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序  文 

 

ここに、平成２７年度「標準化研究開発 進捗総覧」をお届けします。この総覧では、

運営費交付金による「標準基盤研究」２１課題、及び経済産業省関連委託費による 

１９課題の進捗を整理して掲載いたしました。また、これまで産総研が提案した国際・

国内標準の提案・発行状況を一覧にしてまとめています。 

産総研では、今年度から知的財産・標準化推進部を新たに組織し、技術シーズを

事業化に繋げる「橋渡し」機能の強化を図ることといたしました。国際・国内標準化は

その目的を達成するための重要なツールであり、産総研の主要業務として今後も引

き続き推進してまいります。 

本進捗総覧が、産総研が取り組む国際・国内標準化に係る情報を産業界、学会、

政府関係者等の皆様と共有し、さらに連携を強めるために広く活用されることを期待

いたします。 

平成２７年１２月 １日 

イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部長 

内山 隆史 

 

Preface 
 

I am pleased to issue the 2015 Annual Report on the R&D for Standardization in 
AIST. This Report summarizes the progress of 21 projects of "Basic Research 
for Standardization" by internal resources and 19 projects of standardization 
entrusted by the Ministry of Economy, Trade and Industry. Also included is a list 
of domestic and international standards that AIST proposed to establish. 

In 2015, AIST restructured its organization to create a new division, the 
Intellectual Property and Standardization Promotion Division, and, thereby, 
focuses on "bridging" between innovative technological seeds and 
commercialization. Since domestic and international standardization is an 
effective tool for achieving this aim, AIST continues to promote industrial 
standardization as one of its primary duties. 

I sincerely hope that this Annual Report serves to share the information 
about standardization activities in AIST with relevant industries, academic 
societies, and government agencies and that it is used widely for strengthening 
the relationship with them. 
 

December 1st, 2015 
Director, Intellectual Property and Standardization Promotion Division, 

Research and Innovation Promotion Headquarters, AIST 
Takashi Uchiyama 
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