
Ⅰ．産総研から社会につながる標準化



 
 

産総研(AIST)では、得られた研究成果や技術情報を基に、業界ニーズに沿った JIS 日本工業規格や ISO 国際

標準等を提案している。本冊子は、産総研で行われている標準化のとりくみをまとめたものである。本解説は、

標準化に興味のある企業の方々へ、本冊子の本体である産総研の標準化の詳細を読む前に、標準化を理解し

て頂くために、「標準化の基礎」と「産総研の『標準化』のとりくみ」を概説したものである。 

 

1．産総研と標準化をするメリット 

産総研では、平成 28 年 10 月に策定された「知的財産・標準化ポリシー」に基づき、①公的研究機関としての

専門的知見及び公正性・中立性が求められる標準化と②新規産業の創出又は既存産業の発展のための標準

化を推進している。産総研では、①の標準化が多いものの、②の標準化についても、企業・業界団体等のニー

ズに沿って支援を行っている。産総研とともに、標準化を行うメリットを図 1 にまとめた。高度な技術があるため、

その簡易化や迅速化の検討も可能な上、標準化の研究を有する研究者も数多く所属しているなど、産総研には、

標準化のためのツールが整っている。 

 

 

図1 産総研との標準化のメリット

高度な技術

•高精度、高精密、豊富なバックデータ

•高度なプロセス、多種多様な標準物質、多くの関連評価法

•要求性能に関する機能評価

経験豊富な研究者

•種々の幅広い分野に所属する多くの研究者

•多くの標準化を行っている研究者

•英語での議論、文書作成

•複数の分野の研究者との連携

標準化のプラットフォーム

•共同研究、PJ予算による研究開発から規格化まで

•標準化戦略会議、知的財産・標準化推進部によるサポート

•業界団体に設置された国内標準化専門委員会委員

• ISO, IEC等の国際標準化委員会エキスパート
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2．産総研での標準化のとりくみ 

・産総研が開発する規格の類型 

本解説では、一般的な規則作りの概念を「標準化」、その作業によりできる文書、規則を「規格」と表記する。

表 1 に標準の種類をリストアップする。標準には、特に文書や取り決めがあるわけではなく、市場で淘汰されて

採用されているデファクト標準、同業種の数社が集まり規格をつくるフォーラム標準、国際的なルール(国際標

準)やヨーロッパ等の地域のルール(地域標準)、国のルール(国家標準)、業界のルール(団体標準)で作成される

デジュール標準がある。産総研が主に提案するのは、国際標準と国家標準である。国際標準には、世界貿易機

構(WTO)の規則の下、規格化が行われる ISO 国際標準、IEC 国際電気標準等がある。日本はもちろん、WTO に

加盟する国の政府に関連する組織は、これらの規格に基づいた製品を優先的に国際市場から導入しなければ

ならないことがルール化されており、日本は、このルールで、国際市場での大きな商談を落としている。日本の

国が定める国家標準は、JIS 日本工業規格等がある。もちろん、国際規格は英語(一部、日本規格協会で翻訳

版（正式版ではなくあくまでも参考）を発行)で、JIS は日本語で記載されている。 

 

 

 

産総研で今まで、提案している規格を類型別に分類した結果を図2に示す。新たな技術に基づくビジネス戦略

では、標準化による「オープン」な部分と特許権等の活用による「クローズ」部分を意識した戦略である「オープ

ン・クローズ戦略」を実現するような知的財産化と標準化の一体的推進が重要である１）。産総研では、産総研が

保有する特許権が埋め込まれた規格は少ないが、今後はこの類型の標準化を積極的に推進することに加え、

日本企業の市場の拡大につながる標準化も進め、企業の市場拡大を支援していく。中立・公共的立場の研究所

としての標準化案件についても引き続き推進していく。下記に産総研の知財と標準化した規格を有効に活用して

いるベンチャーについて簡単に紹介する。 

【産総研の事例】 

○パスワードを用いた匿名認証/属性認証技術の国際標準化（91 ページ参照） 

産総研保有の特許の内、高い優位性を有する特許以外の標準化を行い、産総研発ベンチャーである BURSEC２）

が、当該パスワード技術の販売を行っている。 

○薄膜材料の熱拡散率と界面熱抵抗の測定方法の標準化 

産総研保有の特許の内、測定方法の標準化を行い、標準材料開発を行うとともに、評価装置については産総研

発ベンチャーであるピコサーム３）が、当該評価装置の開発・販売を行っている。  

     

表1 標準の種類

デファクト標準
（事実上の標準）

フォーラム標準
コンソーシアム標準

デジュール標準
（公的な標準）

• コンピュータのOS
• インターネット通信
プロトコル

• …

• DVD
• Blu-ray
• WWW
• …

国際標準(ISO, IEC, ITU等)

地域標準(CEN等)
国家標準(JIS, BSI, DIN等)

団体標準(JEITA, ANSI, IEEE等)

 

 

・知的財産・標準化ポリシー 

産総研は、知財と標準化を一体的に推進していくために以前に制定されていた「知的財産ポリシー」と「工業

標準化ポリシー」を統合し、平成 28 年 10 月に図 3 に示す「知的財産・標準化ポリシー」を策定した。４）詳細は、

参考資料（107 ページ）を参照願いたい。産総研で行うべき知的財産と標準化に関する基本的な考え方と取組み

の方針が記載されている。産総研では、このポリシーに基づいた社会につながる標準化を推進していく。 

 

 

 

・標準化戦略会議 

産総研は「知的財産・標準化ポリシー」に基づき、平成 29 年 2 月に具体的な標準化活動を推進する組織とし

て、「標準化戦略会議」を設置し、社会ニーズ、政策ニーズに則った産総研の標準化戦略、重点化テーマを選定

■ 産総研特許活用
埋込型 (8件)

■ 産総研特許活用
非埋込型 (16件)

■ 市場拡大貢献型 (147件)

■ 規制・環境保全貢献型 (24件)

■ 業界支援型 (37件)

図2 産総研による標準規格の分類

産総研策定 232件

「知的財産活用と標準化の一体的推進事例調査（平成27年度）より」

図3 知的財産・標準化ポリシー

・知的財産を活用した企業、大学等との連携推進
及びオープンイノベーションハブ機能の実現

・技術を社会に普及させていく橋渡し手段としての
標準化の推進

・知的財産活動と標準化活動の一体的推進

平成28年10月改訂
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し、標準化支援策を決定していく。(図 4) 

 

 

 

3．産総研での標準化の枠組み 

・標準化支援の具体的方法 

一般的に、産総研の研究成果は、実施した体制にもよるが、特許出願、論文投稿、学会発表等の成果発表を

通して社会に還元される。また、権利化された保有特許を企業が実施することで、日本の企業が世界で優位性

を確保しつつ、製品化や販売に繋げていく。産総研内で技術シーズが生まれれば、特許権等で権利を確保する

のか、それともノウハウとして秘匿をするのかを戦略をもって判断し、その上で成果発表等を行っている。標準化

を行うためには、ある程度の社会ニーズや標準化を利用したビジネスモデルが必要となり、産総研の技術シー

ズが、企業、業界団体にとって、市場形成におけるメリットがある場合、つまり業界ニーズがある場合や、社会の

安全・安心のための基準が必要な場合、つまり社会ニーズがある場合に、標準化が行われる。ただし、標準化

は市場を形成する産総研関係者以外のステークホルダーメンバーとも合意形成が必要で、標準化委員会での

審議が必須となっている。そのため、業界団体等の関連団体との意見調整、国際審議における論点整理、どの

ような結論を導くかの戦略が重要である。 

産総研では、標準化を行う研究者を支援し、標準化を円滑に遂行するために、図 5 に示す施策を行っている。

標準化すべき技術シーズがあるかどうかを産総研内のポテンシャル調査によりリストアップする。標準化戦略会

議でどの技術シーズ、研究テーマを標準化すべきか、どのような戦略で標準化すべきかを検討し、さらなる調査

が必要なテーマを標準化戦略フィジビリティースタディ(FS)で、関連業界、国際的な動向を含めた標準化状況を

調査する。標準化が重要、必須と判断されたテーマは、標準化のための産総研外予算を申請し、関連企業、団

体、経産省から予算を獲得することにより、標準化を開始する。産総研内でさらなる研究開発、データ収集が必

要なテーマ、特定の業界団体にかかわらず社会の安全・安心等に関わるテーマに関しては、標準基盤研究の予

算により研究開発を行いながら標準化を行う。国際標準化を目指して技術シーズを新規提案した場合、海外(日

本国内で行われる場合もあるが)で実施される年 1 回程度の標準化委員会の年次大会に参加するための標準

化国際旅費支援を行っている。これらの支援策を通して、産総研の技術シーズの標準化を支援している。標準

化戦略会議のメンバー、担当部署には、標準化の実務を行ってきた経験者を配置し、産総研の標準化を円滑に

図4 標準化戦略会議

・知財化と標準化の一体的推進戦略策定
「知財戦略会議」との連携

・社会ニーズに則った標準化重点化テーマ策定
政策、産総研テーマとの連携

・標準化支援活動

平成29年2月発足

遂行するための相談を随時行っている。 

単に、標準化し規格が発行されれば目的が達成されるわけではなく、その規格を使って、製品やサービスに

おける市場が拡大若しくは創造されることが重要である。本解説にはあまり詳しく述べないが、規格を利用した

製品を優位にする方法、認証制度、性能保証制度を活用したシステムが必要なケースもあり、関連団体、企業

の優位性を保つ枠組みも併せて考えていく必要がある。 

 

 

 

4．標準化の状況 
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標準化は、図 6 に示すように、多くの関係者との調整に長い時間がかかる作業である。技術シーズの形成に

費やした期間を除き、標準化が完成するまで、3，4 年かかるのが一般的である。例えば、プラスチック材料の成

形加工に重要な融解する温度（融点）を正確かつ簡便に測定する技術（産総研技術シーズ）を開発したとする。

この技術を特許出願した後で、その成果を多くの人に知ってもらうために、学会発表や論文発表を行う。この技

術を利用した評価装置を日本の評価装置製造企業に積極的に販売してもらうために、この新しい評価方法を標

準化する方法を説明する。まずは、この技術を利用する企業があるのかどうかを調査しなければならない。良い

技術であれば該当企業からコンタクトがあり、製品化のプロセスがスタートする。それに併せて、標準化を開始

するために関連する業界団体、評価装置協会やプラスチック工業連盟の標準化を審議する国内審議団体の技

術委員会で、標準化したい内容を説明し、了解を得なければならない。同業他社の集まりである委員会なので、

簡単には承諾は得られないが、日本全体での優位性を説明することにより承諾を取り付ける。その後、国際標

準化委員会へ新規提案を行う。プラスチックの性能評価の場合、ISO の TC61 専門委員会（プラスチック）で審議

が行われる。TC61 には、規格を審議する 30 近い作業グループ（WG）があるが、年一回開催される年次大会に

おいて関連する WG に、予備提案する。そうすると、様々な意見が寄せられ、例えば、アジアの国からは、「その

認証機関との連携研究開発 （企業・業界団体との連携）
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技術は保有していないので理解できないし、必要ない。」とか、ヨーロッパの国からは、「既存の技術で測定すれ

ば十分であり、測定値の差異が懸念される。」というような意見が寄せられる。新規提案の審議を開始させるた

めには、参加国の 2/3 以上の賛成（一国一票）のみではなく、積極的に賛成することを表明する国が提案国を含

め 5 カ国以上必要である。一般的に、関心が高くない場合は、反対票ではなく、棄権や賛成票は投じられるが、

積極的な賛成とはならない。そのために、意見を述べた国々に積極的な賛成票を投じてもらうために、疑念を解

消するための丁寧な説明が必要であり、科学的なデータ等により、その重要性を理解してもらうよう努めていく。

これらの反対意見等を解消し、新規提案を行うことで、国際審議が開始する。詳細は説明しないが、図に示す各

案のステップを国際投票、年次大会による投票結果(改訂等のコメント等がある)の国際審議により、一年に一ス

テップずつあがり、3，4 年で国際規格が発行となる。時間がかかりすぎたり、反対票が多くなれば、その提案は

否決される。 

 上記に記載したように、新規の提案をし、発行段階まで進めるためには、多くの作業が必要となってくる。流ち

ょうな英語は必要ないが、会議での審議を行い、自国の意見を発言し、参加者に理解してもらうための英語力が

必要である。もちろん、提案文案は英語で記載しなければならない。提案者はプロジェクトリーダーとして登録さ

れるが、会議を運営する議長・コンビーナや幹事国（事務局）等の役職を日本が取れれば、その会議での新規

提案や審議が非常にスムーズとなる。産総研の研究者は、多くの分野での国際標準化委員会の約50程度の役

職に就任している。 

 

 

 

・産総研での標準化 

表 2 に、産総研が提案した規格の数を年度毎にまとめる。国際規格（ISO、IEC 等）は、提案されると 3，4 年審

議されるので、毎年、60 件以上が国際審議されていることになる。国内標準は主に JIS だが、国際規格である

ISO が発行されたものの内、国内での需要、使用頻度が高いもの等が翻訳 JIS 化される場合、国内産業のため

に重要な評価、分析方法等を国内で優先的に JIS 化される場合等がある。これらの JIS は、その後、ISO 化する

場合もある。 
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・標準化専門委員会での産総研研究者の活躍 

本冊子の参考資料（133 ページ）で示す様に、産総研研究者が活動している標準化専門委員会は多くの幅広

い分野におよび、多くの研究者が標準化活動をしていることがわかる。また、関与している研究者の数が少なく

ても、例えば、TC45の研究者 1名であるが、プロジェクトリーダーとして活動しており、産総研研究者が重要な役

割を果たしている場合が多い。これは、日本からの標準化専門委員会への参加者は主に、企業からの参加者

が多いが、短期間で担当者が変わり長期に標準化活動を行えないため、その専門委員会での認知度や活動度

合いの関係から、長期に参加している産総研研究者が提案者になったり、コンビーナに就任する場合が多い。

会議に参加し、審議されている案件に意見を述べる者をエキスパート（積極的な賛成票を投じる場合に登録する

専門家）というが、一年間で、のべ約 300 名の産総研研究者が国際標準化専門委員会にエキスパートとして参

加している。 

 

5．産総研における標準化の事例紹介 

図 7 に産総研での標準化の種類をまとめる。下記にそれぞれの簡単な説明を記載するが、詳細は本冊子の

実例説明部分を参照願いたい。もちろん、これに当てはまらない標準化や、複数の種類にまたがる標準化も行

っている。 

・産総研の先端的技術による評価法の標準化 

産総研が開発した高精度で、今まで測定できなかった物理的性質などを新たな評価法や、簡便な方法で評価で

きる方法を多くの方に使って頂くために、標準化するケース。また、多くの評価方法が乱立している場合、製品の

性能評価において、同じスケールで比較検討できるように、その手法の統一化のために、標準化する場合もあ

る。これらの場合においても、業界ニーズは必須で、企業による後押し、業界団体の承諾、推薦等がある場合が、

標準化しやすい。 

【産総研での事例】 

○薄膜材料の熱拡散率と界面熱抵抗の測定方法の標準化 

産総研保有の特許権を基に、測定方法の標準化及び、標準材料の開発を行うとともに、産総研技術移転ベンチ

ャーであるピコサーム３）が、当該評価装置の開発・販売を行っている。 
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・地域ニーズによる標準化 

各地域に設置されている産総研の地域センターは、研究開発に関わる地域のニーズのキャッチアップを行って

いる。また、各県に設置されている地域公設試とともに、産総研は、産業技術連合推進会議（産技連）を活用し

た共同研究、情報交換を行っている。これらの活動を通じて把握した地域ニーズを踏まえて標準化を行う場合も

ある。 

【事例】 

○CFRP 材料の炭素繊維含有率の評価方法の標準化 

産技連には、高分子分科会があり、地域ニーズによる高分子材料の耐久性や性能評価に関する共同研究を長

年にわたり、実施している。５）自動車部品関連、新材料開発のニーズの高い中小企業が多く存在する地域から、

熱可塑性炭素繊維強化材料(CFRTP)の評価技術の標準化の要望があり、本年、その成果「CFRTP 材料の繊維

含有率の求め方」を前記の ISO/TC61 に予備提案をし、国際審議を開始する。 

 

・業界ニーズによる標準化 

様々な課題解決のために、業界団体から求められ、産総研が実験・評価データを収集し、規格文案を作成して

標準化を行う場合がある。また、経産省から業界ニーズへの対応を求められ、産総研が取りまとめ者となり、標

準化を遂行する場合がある。 

【事例】 

○IoT 社会実現に向けた住宅設備連携における機能安全に関する標準化 (80 ページ参照) 

将来の安全・安心な生活を支えるインターネットと連携したより便利で、機能的な住宅を設計するためのシステ

ムについて、業界団体とともに標準化を実施している。 

○生活支援移動ロボットの非接触センシング技術に関する標準化 (70 ページ参照) 

業界ニーズに則った生活支援移動ロボットの安全基準を構築するための標準化を実施している。 

 

・社会ニーズによる標準化 

製品の使用において、安全・安心のための種々の基準や、偽物を排除する真贋の判断法を標準化する場合が

ある。これらは、産総研の技術シーズを利用するが、業界団体からの要請等で標準化を行う場合が多い。 

【事例】 

○カシミヤ繊維の試験方法の標準化 

カシミヤ毛糸による衣類は高級品として、多くの人に愛用されているが、その動物種の詐称品が出回るようにな

ってきて、その識別評価法として、顕微鏡等による目視観測がなされていたが、より信頼性のある方法が繊維業

界より求められていた。そこで、産総研が遺伝子解析による確実なカシミヤ繊維判別法を確立するために、種々

の動物種の毛の遺伝子データ収集することにより、カシミヤの識別法を開発し、ISO 提案を行った。当該方法は、

ISO 18074 として、平成 27 年 12 月に発行され６）、繊維の評価機関であるボーケンにより、試験評価が実施され

ている７）。 

○バイオマスプラスチック度の試験方法の標準化 

プラスチックの原料のほとんどが、枯渇性資源である石油から生成されている。枯渇性資源の温存、再生可能

原料であるバイオマス資源の利活用のために、バイオマスからプラスチックを生産する技術が開発されている。

バリューチェーンの川下企業や消費者が、どの程度バイオマス資源が使われているかを認識するための指標が

求められていた。バイオマスから作成したプラスチックを識別するため、また、どの程度、バイオマス資源が使用

されているかを計算する方法を ISO として国際標準化した８）。当該、計算方法を用いて、日本バイオプラスチック

協会は、“バイオマスプラ”マーク識別認証制度を運営している９）。 

・企業共同研究の成果に基づく、標準化 

自社の製品と他社製品との性能に関して優位性を主張するための性能評価法の開発を共同研究で行う場合が

ある。また、評価法の共同研究でない場合も、企業と産総研の共同研究で、より良い製品が開発された場合、そ

れを評価する方法が必要だが、当該企業の独自法で評価しても、社会では信頼性を確保されない場合も有り、

その評価法を標準化する場合がある。 

【事例】 

○異種材料複合体の特性評価試験方法に関する標準化（66 ページ参照） 

産総研の樹脂と金属の界面観測に関わる保有技術を用いて、樹脂と金属の接着技術を持つ企業が共同研究を

行った後に、トップスタンダード制度（現在は、新市場創造型標準化制度に改組）を利用して、ISO として国際標

準化(ISO 19095-1,2,3,4)を行った１０）。 

 

・新市場創造型標準化制度 

一昨年から始まった経産省の制度を活用した標準化である１１）。一例として、一企業の優れた技術を用いた製品

を市場にアピールするために性能を評価する規格を作成し、その規格により当該製品の優位性を主張すること

ができる。企業と産総研が、共同してデータ収集や規格案の作成を行い、標準化を行う。 

【事例】 

○蛍光式酸素濃度計に関する JIS 化（34 ページ参照） 

企業が保有する評価方法を JIS 化するために、その評価試験条件、精度等を産総研の既存測定技術を参考に

標準化するための技術的支援、JIS 提案の支援を行い、平成 28 年 12 月に JIS が発行した。 

 

・標準化活用支援パートナーシップ制度 

産総研は、本制度のパートナー機関のひとつで、技術的・専門的支援を行っている１２）。 

 

産総研の技術による評価法の標準化

地域ニーズによる標準化

業界ニーズによる標準化

社会ニーズによる標準化

共同研究の成果による標準化

新市場創造型標準化制度

図7 産総研での標準化の種類
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6．おわりに 

自社製品をアピールするための新たな評価法、安心・安全の基準に関わる事例等ありましたら、是非とも、産

総研にご相談いただければ幸いです。ご質問、ご要望等ありましたら、遠慮無く、知的財産・標準化推進部にお

たずね下さい。 

 

【問い合わせ先】 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

イノベーション推進本部 知的財産・標準化推進部 

hyoujunbu-ml@aist.go.jp 
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