
1．はじめに

経済活動・産業活動に標準化が大きな役割を果た

すことは論を俟たない．例えばISO（国際標準化機

関）では1952年に設置したSTACO（標準化原理研

究委員会）において標準化の目的を4つ定義してい

るが，第1番目の目的として，「生産と公益の場に

おける労力，資材，動力などについての全体的な経

済」を挙げている（Sanders, 1972）．その後標準化

の目的は様々に拡大されてきたが，現在においてな

お，標準化の主目的の1つが経済活動・産業活動の

合理化・効率化にあることは疑う余地が無い．

だからこそ，産業政策の展開においても，標準化

を様々な形で利用してきた．戦後のわが国の経済発

展に標準化政策が果たした役割は大きい．しかし昨

今，様々な環境変化が，産業政策としての標準化活

動を変革させようとしている．本論では，この「政

策」としての標準化の役割に焦点を当て，産業活動

における標準化の役割を整理する．

2．産業政策としての標準化の歴史

実は「産業政策」という用語に関する議論も多

い．特に経済政策との対比の中で，産業政策は日本

独自のものと論じるものもある．こういった産業政

策の理論的分析は他書に譲る（後藤・入江，1990）

こととし，ここではまず，わが国の標準化活動が政

策的にどのような意図を持って進められたかを歴史

的に見てみよう．

2．1．政府調達としての標準化の始まり

我が国における近代的標準化政策は，明治後半に

公共調達として開始された．1906年（明治38年）

農商務省において政府需要のポルトランドセメント

の試験方法を統一したが，これが我が国における全

国的な規格統一作業の最初とされている（工業技術

院，1959）．このような調達基準は，各省が必要な

物資を必要な水準で入手することが主目的ではあっ

たが，同時に国内工業製品の全般的品質向上を，政

府調達市場を推進力として実現するという目的も有

しており，その点では産業政策としての役割を担っ

ていた．
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1921年には工業品規格統一調査会を設置し，こ

こにおいて日本標準規格（JES）の制定を開始して

いる．この規格制定の主要な目的が国内製品の品質

向上を図ることであったため，以下の様な原則に考

慮が払われた（宮本，1949）．

①規格は学術的根拠に基づいて作成するが，我が国

の習慣等にも配慮する．

②外国規格があるものは出来るだけそれに合わせ

る．

③効果の無い規格は作成しない．

④研究を阻害する恐れがある規格は作成しない．

⑤規格に利用する技術が特許権を有していてもよい

が，特に推奨し他を排したりはしない．

ここで驚くべきことは，わが国が国際標準化活動

に本格的に参画してまだ15年のこの時期に，規格

への特許の包含や研究開発活動の阻害可能性など，

知的財産と標準化の関係として現在でも重要な課題

である事象が，既に考慮すべき問題として認識され

ていたということだ．

この工業品規格統一調査会は，1941年（昭和16

年）までの19年間に520件の新規規格を作成した

が，1937年7月に勃発した日華事変が長期化して海

外貿易が途絶したため，国内は極度の資源不足とな

り，資源潤沢な環境下で技術上の要求を十分に満足

するように作られた日本工業規格は利用困難となっ

た．このため，国内工業製品の品質を使用上差し支

えのない範囲で下げ，物資節約をしつつ製品の増産

を図る規格が必要となり，1939年から1945年の終

戦までは戦時規格ともいえる臨時日本標準規格（臨

時JES）が931件制定された．

2．2．産業政策としての標準化の拡大

1945年8月15日の終戦とともに戦時規格の制定

も終わり，1946年2月，工業標準調査会が発足し，

1949年，工業標準化法が制定され，産業政策とし

ての標準化が再開された．この時期の標準化は，大

きく2つの目的を持っており，1つが輸出品の品質

向上による貿易の拡大，もう1つが国内工業品の品

質向上によるわが国社会経済の復興であった．

輸出品の品質向上に関しては，工業標準化法とと

もに，重要輸出品取締法がその役割を果たした．日

本と海外との貿易は終戦2年後の1947年には再開さ

れたが，戦時中に崩壊した我が国の輸出産業を立ち

直らせるのは容易ではなかった．特に，こういった

時期は技術面で粗悪品濫造に走りやすいため，これ

を防止することが喫緊の課題であった．そこで政府

は，輸出品の質的向上を目的とした重要輸出品取締

法を策定し，そのための規格を工業標準化法の下で

整備した．

国内向け工業製品の品質向上には，工業標準化法

と，その中で整備されたJISマーク制度が大きな役

割を果たした．特に，JISマーク制度は，市場にお

いて「よい規格」を満足している製品を判別するこ

とができるようにするための制度であり，「任意規

格」を満足することが社会・経済の利益に通じると

いうことを大原則とした産業振興法としての性格の

強い法律であった．

このため，前述の輸出品規格との間の矛盾が徐々

に大きくなった．例えば自転車産業においては，産

業振興を目的として部品にいたるまで詳細なJIS規

格を作成し，製品の信頼性向上に大きく寄与したと

いわれている．しかし，輸出検査のための規格とし

ては細かすぎ，規格と輸出検査との間で様々な問題

を引き起こすことにもなった（市來，1950）．そし

て，この規格の最大の問題は，技術進歩を阻害した

ことである．規格を精緻に大量に作成したため，新

技術に対応した新たな構造の導入が困難となった．

しかし，当該規格を輸出検査に利用しているため，

製造者側は，当該規格に適合した製品を製造せざる

を得ず，結果的に新技術の導入意欲を削ぐことにな

った．さらに，徐々に国内の製品品質が高まり，そ

の中で更によいものを選別する規格を作ろうとして

も，輸出品規格に足を引っ張られ，品質の低い規格

しか作れないという問題が発生したのである．

このような様々な問題の発生を受け，取締法と工

業標準化法との距離をとるべきとの意見が強まり，

1957年（昭和32年），輸出品取締法が廃止され，輸

出品検査法にその機能が移管されるタイミングで，

輸出品のための特別な規格は作成しないことが決定

され，工業標準化法により作成される規格の「任意



規格」化が進められた．

2．3．JISマーク制度

産業政策として標準化を見る場合，JISマーク表

示制度が果たした役割は大きい．JISマーク表示制

度は，それまで品質管理の認証経験の無かった日本

が国営で乗り出した初の認証制度であり，英国規格

協会で行われていたBSIマークを模し，製造工場で

の品質管理システムと，その工場で生産された製品

の規格適合性を検証することで，その後，その工場

から生産される製品の規格適合性を保証するという

仕組みであった．

JISマークを表示できる製品は「指定商品」とし

て日本工業標準調査会（JISC）が指定し1965年

（昭和40年）には1000品目以上が指定商品とされ，

国内の多くの工業品にJISマークが表示されてい

た．家庭内でも，文房具や電化製品の多くにJISマ

ークが表示されていたため，JISマークの認知度も

高く，工業製品の品質向上による差別化と，消費者

の製品選別に大きな役割を果たした．

70年代以降，指定品目のうち利用が少ないもの

を廃止する制度を導入し，その後の品目数は1000

前後でバランスしたが，JISマーク表示を行う工場

はなお増加した．しかし，ここで増加したのは，主

に建築材料関係の工場であり，その中心は生コンと

コンクリート二次製品であった．これは，建築基準

法や公共工事における調達基準にJIS規格が利用さ

れるようになったためである．この結果，80年代

中頃には，JISマーク表示認定工場の半数以上が建

築・建材関係の工場となった．

このようにわが国製造業の品質向上に大きな役割

を果たしたJISマーク表示制度も，80年代後半以降

は徐々にその利用が減り，指定品目数も減少に転じ

た．これは，国内の工業品の品質が向上し，誰でも

JISマーク製品が作れるようになってきたため，JIS

マークによる製品差別化効果が薄れてしまったこと

と，政府全体での規制緩和の動きの中で，JISマー

クの指定品目制度もその槍玉に挙げられ，その数を

減らすことを求められたことが大きな理由であっ

た．そのため，1000以上あった指定品目は，その

後20年間で約半数の500強（規格数で1000強）に

まで減少している．勿論，減少したものの大半は，

品質が安定しJISマークによる製品差別化が不可能

となった製品だったが，中には，まだ業界がJISマ

ーク表示を望んでいるにもかかわらず，政策的に指

定を取り消した製品もあった．特に，JISマークが

取引条件とならない消費者間連製品ではJISマーク

表示の廃止が相次ぎ，国内工業製品の品質向上イン

センティブとしてのJISマーク表示制度の役割は失

われた．

2．4．海外市場の獲得

輸出品の品質管理政策としての標準化活用につい

ては前に述べたが，GATTスタンダードコード以

降，規格を作成すること自体が市場の獲得に大きな

影響を与えるようになり，産業政策上国際標準の獲

得が重要な課題となった．

GATTスタンダードコードをWTOにおいて発展

させたのが，1995年に発効したTBT（Technical

Barriers to Trade―貿易の技術的障壁に関する協

定）である．本協定は，強制規格及び任意規格並び

に適合性評価手続が国際貿易に不必要な障害をもた

らすことのないように，加盟国が規格を導入する際

には，関連する国際規格が存在するか存在する直前

である場合には，その国際規格を基礎として用いな

ければならないと定めている．

本協定の発効により，先進各国は，それまで各国

が独自に制定し蓄積してきた多くの国内規格を国際

標準に適合させる必要が生じた．そして，規格が未

整備であった途上国は，国内規格としてISO，IEC

等の定めた国際規格を導入することになったのであ

る．2001年に中国がWTOに加盟し，この巨大な新

市場に参入するには国際標準に沿った製品であるこ

とが必須条件となったこともあり，先進各国，特に

中国市場進出に熱心な米国は，ISO，IECにおける

国際規格作成に積極的に参加することとなった．

わが国においても，このTBT協定の発効は，そ

れまで受身であった国際標準化活動に，ビジネスの

視点から積極的に関与するきっかけとなり，官民双

方から，標準化に対する様々な活動が開始された．

その代表的なものが，2001年にJISCが策定した

「標準化戦略」である．さらに2004年には「国際標
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準化アクションプラン」が策定され，分野別の国際

標準化戦略を積極的に展開している．

2．5．安心・安全のための標準化

標準化政策の重要な柱の1つに，安心・安全のた

めの標準化がある．1963年（昭和38年）の工業標

準化第二次長期計画において，初めて安全・衛生の

確保及び消費者保護に必要な規格の整備が政策目標

に掲げられたが，この動きが本格化したのは公害問

題や消費者保護が大きな話題となった1974年（昭

和49年）の第四次計画であった．

このような安心・安全のための標準化は，社会・

福祉政策として展開されているように見えるが，任

意規格による安心・安全の確保は，社会・福祉政策

というより，産業政策としての意味合いのほうが強

い．任意の規格を満足することは，その製品の安全

性が高いものであることを保証し，製品の差別化に

結びつくと共に，一定の任意規格をクリアすること

で，事故が発生した場合の免責理由として使うこと

もできるからである．

198 7 年（昭和 62 年）に ISO で作成された

ISO9000ファミリ規格と呼ばれる品質管理システム

に関するマネジメントシステム規格は，認証と一体

化し，「製品」ではなく，「企業」への信頼性を高め

る規格として大きな役割を果たした．

3．海外の標準化と産業政策

ここで海外の標準化政策について見ておこう．前

節で見たように，日本の標準化は政府主導により進

められており，現在でも国家標準を作成する主体は

日本工業標準調査会という政府の審議会である．し

かし諸外国を見ると，欧米の先進諸国では，殆どの

国が国家規格の作成を覚書や契約により民間に委ね

ている．政府は，作成された規格の利用に関して政

策的な活用を図る立場だ．これに対し，中国，韓国

などは日本と同じく，政府が規格作成に大きく関与

しているため，規格の内容に関しても政策的意図が

反映しやすくなっている．これを見る限り，日本の

標準化体制は後進国ということも出来るかもしれな

い．

3．1．欧州の標準化政策

欧州では，域内の市場統合という政策目標の実現

のため早くから標準化政策が活発に展開されてい

る．文化も言語も歴史も異なる欧州各国が経済的統

合を果たすためには，様々な「標準化」を実現する

ことが必要であり，標準化政策の展開は政治的必然

であったと言えよう．産業振興の面でも，欧州は標

準化の重要性に早くから着目し，域内の産業振興や

研究開発プロジェクトにおいても，標準化を成果の

1つとして高く評価している．

元々ISO，IECといった国際標準化機関も欧州主

導で設立されており，規格作成にあたっての投票が

国数で決まることから，欧州は国際規格作成におい

て有利な地位にあるといえる．さらに各国毎の規格

作成組織とは別に，欧州独自の規格作成団体である

CEN，CENELEC，ETSI（それぞれISO，IEC，

ITU-Tに対応）を有し，欧州委員会の強い指導力と

一体に規格開発を進める体制が整備されている．

昨今の欧州は，安全や環境の規制に対する要求を

強めており，1985年の理事会決議に基づく，いわ

ゆる「ニューアプローチ」では，製品の安全性等に

関する必須要求をEU委員会がニューアプローチ指

令として発し，その要求を満たす具体的な技術仕様

はCENやCENELECが作成する任意規格に委ねる

という仕組みが出来上がっている．産業政策とは少

し異なるが，政策的に標準化を活用する体制がすで

にEU委員会活動に組み込まれているという点は注

目すべきだろう．

なお，2006年4月に欧州委員会が公表した「欧州

標準化アクションプラン」では，サービス，防衛，

ICT，ナノテク等17の分野において標準化を具体

的に進めるとともに，欧州標準化活動の効率性・一

貫性・透明性の向上，欧州標準化システムの国際的

な普及等の行動予定が行動主体，タイムテーブルを

明示した上で示されている．

3．2．米国の標準化政策

米国は自国内に大きな市場があることや，海外市

場のシェアが大きかったことから，市場メカニズム

を重視する傾向が強く，産業政策はもとより，政策

的な標準化もあまり見られず，専らフォーラムや工



業団体における標準化に任されてきた．この標準化

活動を担う民間企業や標準化団体も，米国標準が世

界標準であるとの強い自信を持っており，ISO，

IEC等における国際標準化には興味を示さなかっ

た．ところが，95年発効のWTO/TBT協定と2001

年の中国加盟を受け，米国内規格を受け入れない巨

大市場が出現したことから，米国も国を挙げて国際

標準重視に転換，積極的な国際標準化機関への参加

により，幹事国数の指標などでは世界一の活動実績

を残すまでに至った．

しかし，ここ数年は，また国内回帰を進めている

ように見える．2005年にANSIを中心にとりまとめ

たUSSS（米国標準戦略）でも，標準化における透

明性，開放性，公平性を強調しつつ，国内標準化団

体が，これらの機能を満たしていることを強調して

おり，米国の国内標準重視の姿勢が感じられる．

なお，このUSSSは民間業界団体を中心に策定さ

れたものであり，政府の政策として展開されている

とは言いにくいが，政府が策定したNTTAA法

（国家技術移転促進法）で任意規格の利用促進が明

示されているなど，政府も標準化を政策的に利用す

る姿勢は見せている．

3．3．中国の標準化政策

中国はWTO加盟後，TBT協定による海外標準

の流入に対抗し，様々な独自標準の設定を国家ベー

スで行ってきた．例えば，DVDの対抗規格として

MPEG4を圧縮技術に採用したEDV規格，第三世代

携帯電話の中国国内規格であるTD-SCDMA規格，

無線LANの世界標準となっているIEEE802シリー

ズに対抗した中国独自規格WAPIなどである．こ

れらのうち，第三世代携帯電話のTD-SCDMAにつ

いてはITU-Tにおいて国際標準化にも成功してい

る．

中国にとって，海外標準の流入と，それによる海

外企業へのライセンス支払いを減らすことは重要な

産業政策であり，自国独自標準を積極的に開発し，

これを国際標準とすることで国内での利用を可能に

する政策を活発化させている．2006年に国家標準

化管理委員会（SAC）が策定した11次5カ年計画

における標準発展計画では，標準化のための人材を

充実させ，技術開発を標準化に有効に結びつけるこ

とで，この5年間に50の国際標準を提案することを

目標としている．

3．4．韓国の標準化政策

韓国は，世界第4位の工業国を目指す上で標準化

が重要な課題と位置づけ，標準化戦略に関する5カ

年計画を策定している．この計画の中では，世界で

7番目の標準化活動推進国になることを目標として

明示し，標準作成機関（PSDO）の支援や標準化人

材の育成を計画に掲げている．

韓国の標準化政策の特徴は，政府がデファクトス

タンダード活動を支援することが明示されているこ

とである．これは，韓国の標準化政策が，まさに韓

国企業の世界市場における活動を支援する産業政策

であることを表していると言えよう．

4．産業政策としての標準化の問題

第2節で見たように，標準化は産業政策において

も大きな役割を果たしてきた．しかし，第3節で見

たように，先進各国は標準化活動を民間に任せてい

るし，先進国における標準化活用政策の中心は，安

全・安心や環境問題に移りつつある．日本の産業政

策も変革期を迎え，産業政策としての標準化活動を

大きく変化させようとしている．以下では，このよ

うな産業政策としての標準化活動を変化させる原因

について，その代表的なものを抽出する．

4．1．護送船団からトップランナーへ

日本が戦後進めた産業政策は護送船団型と呼ばれ

ることが多い．欧米の先進国にキャッチアップする

ために，当該産業の全企業を守り育て，全体を向上

させる政策であり，旧通商産業省だけでなく，旧大

蔵省，旧厚生省，旧建設省なども基本的に同様の産

業政策を展開してきた．しかし，日本の技術力，経

済力が先進諸国と方を並べ，キャッチアップ政策を

脱する中で，日本の産業政策も，業界全体ではな

く，伸びる意欲のある企業を更に伸ばす「トップラ

ンナー」型政策に大きく転換しつつある．

しかし，標準化の世界では，未だに護送船団型の
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政策体系が残っている．例えば，JISや，国際標準

は，「原案作成団体」や「国内審議団体」に設置さ

れた委員会において規格原案を作成するこことなっ

ているが，多くの場合この団体は，業界全体の振興

を担う業界団体である．

さらに日本の特徴は，1つの産業に競争関係にあ

る有力企業が複数存在し，国内において激しい事業

競争をしているということだ．このため，規格原案

の調整に時間が必要となり，結果的に，業界の全て

の企業が実現できる低いレベルの規格でなければ，

参加者の合意が取れないという状況に陥ることが多

い．

日本が世界市場に進出する課程では，このような

護送船団的政策が一定の成果を挙げてきた．しか

し，世界市場において日本企業同士がシェア争いす

る現状では，業界全体が合意する規格は，製品差別

化に全く役立ない．また，国内調整に時間がかかる

ため，国際標準の獲得で遅れをとることも多く，日

本企業全体の不利益となっている．まさに現代は，

護送船団方式からトップランナー方式に標準化シス

テムを変化させる時期に来ていると言えるだろう．

4．2．企業重視から消費者重視へ

60年代から70年代までは産業政策といえば企業

を対象としたもので，日本企業の成長促進にその主

眼が置かれてきた．しかし，公害問題から地球環境

意問題への進展と消費者重視の流れの中で，産業政

策も消費者を視野に入れたものに大きく転換してい

る．

実は，わが国における標準化については，その開

始当初から消費者の意見を取り入れる仕組みを持っ

ていたことが，主要企業が主体的に標準化を進める

先進諸国とは少し違っていた．前に述べた「原案作

成団体」「国内審議団体」に設置される標準化委員

会は利害関係者を揃えることが義務となっている．

このため，直接消費者に届けられる製品の標準化活

動には，必ず消費者代表が参加し，その意見を規格

原案に影響さえることが可能となっている．

しかし，このような消費者を規格作成に参加させ

る仕組みは，標準化が国内製品の品質向上のために

行われていた時代には効果的であったが，製品差別

化を図るうえでは企業側の利害と消費者側の利害が

相反することも多く，規格作成期間の長期化を招く

可能性がある．反面，安心・安全のための政策実現

を考えると，業界団体が中心となった規格作成シス

テムでは，消費者の意見が十分に反映されない可能

性もある．このような中で，迅速な規格作成と市場

における規格の選択機能を両立させた新しい規格作

成システムを構築していくことが喫緊の課題であ

る．

4．3．公共財としての規格から事業戦略ツールとして

の規格へ

元来国家規格，国際規格などのいわゆる「合意規

格」は公共財であり，誰でも自由に使えることが基

本である．文書化された規格票自体は有料で販売さ

れることが多いが，その利用にコストがかからない

ことが，特許とは全く異なっている．このため，規

格作成自体もボランティア活動との認識が中心で，

企業にとっても事業活動とは分離した活動であっ

た．その意味で，事業活動として自社がシェアを握

ることで成立した「デファクトスタンダード」とは

全く別の扱いがされていた．

しかし，昨今の技術進歩の高速化，技術の複雑

化・巨大化の中で，市場に製品が出る前に標準化す

る「事前標準」の流れが定着するとともに，一社単

独でなく，複数社が集まって合意標準化を実施する

フォーラム標準活動が活発化し，デファクト標準と

合意標準との距離が近づいた．さらに標準技術内部

に特許を包含するため，ライセンスを受けなければ

利用できない規格も増加し，標準化活動が事業戦略

に密接に関係するようになってきた．このような環

境下では，業界全体を対象とした産業政策として標

準化を行うことは益々困難となりつつあり，各企業

が自社の事業戦略に併せ，国家規格・国際規格など

のデジュール標準と，フォーラム標準を使い分ける

時代となっている．

5．新たな産業政策としての標準化

ここまで述べてきた様々な状況変化を受け，新た

な産業政策としての標準化活動について，検討すべ



き幾つかの重要なポイントを指摘する。但し，ここ

で指摘する政策は新しい時代の標準化を考えるきっ

かけであり，実現には更に検討が必要なものばかり

である．

5．1．フォーラム規格の積極活用

規格作成期間の短縮化，高水準規格の作成，特許

等の規格への埋め込みなどを実現するためには，関

係各社で組織したフォーラムによって作成するフォ

ーラム規格の積極的活用が必須である．これまでデ

ジュール規格の整備を担う経済産業省の基準認証ユ

ニットと，フォーラム活動などの業界活動を担当す

る業担当課との連携が十分でなく，フォーラム規格

を戦略的に活用する体制が取られていなかった．

フォーラム規格は，まさにその分野のトップラン

ナーが集まる高品質規格であり，規格作成において

企業数の多さがアドバンテージになるという日本に

とってのメリットもある．例えば欧州のEcma

Internationalというフォーラムは，元々欧州のコン

ピュータメーカーの集まりであったにもかかわら

ず，現在はその会員の過半数を日本企業が占めてお

り，これらの企業の技術が次々に標準化されてい

る．そして，このフォーラムで標準化された規格

は，ISO，IECに持ち込まれ，そのままの形で国際

標準化されているのである．このような活動を積極

的に利用することを政策的にも進める必要があろ

う．

5．2．マルチスタンダードの積極活用

前に述べたフォーラム活動の活性化は，現在国際

標準の世界で広がりつつあるマルチスタンダードの

流れをさらに加速させることになる．そして，この

マルチスタンダードは，技術力のある日本企業にと

っては有利な環境といえる．標準が複数作成された

とき，その全てに対応できるのは日本企業だけとい

う環境を作れば，それがビジネスアドバンテージに

繋がる．

事実，複数の書き込み方式をサポートしたDVD

スーパーマルチドライブなどは，日本企業が高いシ

ェアを維持し続けている．標準化は，市場を広げる

反面で技術バリアを下げ，参入を容易にするが，こ

のマルチスタンダードを積極的に活用すれば，市場

は広がりつつも，参入バリアは高いまま維持できる

可能性がある．

5．3．試験・検査方法規格の積極活用

これまでビジネスに活用できる標準化といえば製

品標準化であり，試験・検査方法の規格は，公的機

関が公平に作成することで，市場の立ち上げ支援

や，混乱の解消を行うものと思われてきた．確かに

試験・検査方法規格は，市場黎明期には，製品規格

と同様，市場の立ち上げや拡大に役割を果たすが，

製品規格が製品間の差別化を阻害する市場飽和期に

おいては，逆に製品の差別化を実現する規格として

活躍するのである．

つまり，市場飽和期の規格の役割を見定めた上

で，市場黎明期に試験・検査方法規格を作り上げて

おくことが，自社製品の差別化に大きな効果を上げ

る可能性があるのだ．この試験・検査規格を産業政

策の視点から整備し国際提案していくことは，我が

国企業にとって大きなアドバンテージとなることだ

ろう．

5．4．知的財産の積極活用

知的財産と標準化との距離が縮まり，ホールドア

ップ問題，高額なライセンス料，パテントプールの

積み重ねなど，そのマイナス面が議論になることが

多い．しかし，このような特許問題は，標準化され

た技術でなくとも常に発生する問題であり，標準化

技術で発生した場合の問題は，「その技術を利用し

ていることが明確で逃れられない」ことに尽きる．

反面，標準化技術は，標準化時に特許の存在につ

いて各社が情報を提供するし，仮に特許が入ってい

ても，それが既知の場合はライセンス料を「リーズ

ナブル」な価格とすることが宣言されている．つま

り標準化は，他社の特許を安い価格で利用できるよ

うにする制度ということもできるのである．実際，

特許を利用することを目的としてフォーラム標準に

他社を引き込むという活動は多くの場で行われてい

る．さらに自社の持つ特許を活用すれば，規格原案

をコントロールできる可能性もある．

このように，標準化と知財を一体として活用する
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ことがビジネス戦略上も政策上も重要であることを

認識し，独禁法，特許法，不正競争防止法の改正

や，特許庁と標準化組織の一体化など，様々な新し

い政策の展開を行う必要があるだろう．

5．5．強制法規の積極活用

元々標準化とは任意のものであり，それを利用す

るかどうかは利用者に任されている．しかし，国が

その標準を作る以上は，何らかの政策目的があるの

が当然である．その最も分かりやすい例が，安全・

安心確保のための技術基準つくりであろう．

そして，こうした技術基準は，それが安心・安全

のために必須のものであるなら，強制法規によって

利用を義務付けることが効果的である．技術基準の

管理が法律から分離していれば，技術面・環境面の

変化に伴う迅速な技術基準の改定が法律改正を経ず

に可能となり，その効果は高い．

6．まとめ

以上，産業政策としての標準化活動の変遷を追っ

た上で，昨今の環境変化を整理し，新しい標準化政

策のあり方について，幾つかのアイディアを提言し

た．とはいえ，これらのアイディアは，まだまだ議

論の余地がある．そして，この議論を進めていく上

で，最も重要なことは，「国が作成する技術基準と

は何か」という視点だ．冒頭に述べたように，社

会・経済の発展に標準化が役立つことは自明であ

り，社会・経済の発展は政策目標の基本でもある．

この基本を実現するために，標準化をどのように活

用すべきかを考え，今後も臨機応変とした「標準化

政策」を展開していくことが必要であろう．
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