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第４章 光実装技術にみる
先端技術分野の国際標準化プロセス
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１ 「国際標準化」への参加姿勢，手法，その意義を実例を通じて理解する。

① 姿勢； 立場の違いによる見解の相違を知る客観性

② 手法； 状況変化に適切に対応して継続参加する協調性

③ 意義； 先端技術標準化の先取や牽制は企業や国の利益に影響

２ 先端技術国際標準化プロセスでの「戦略」を実例を通じて考察する。

① WTOのTBT条約の前提と制約のなかで，業界標準，国家標準，国際標準の位置
づけはどうあるべきか。

② IEC国際規格の技術分担はどのように構成されるか。

境界領域分野での標準化戦略の難しさは何か。

③ 国際標準化戦略を進めるための企業の使命，業界団体の使命とは何か。

学習のねらい・・・・・第4章 光実装技術にみる先端技術分野の
国際標準化プロセス

p.2

◆ 指導のポイント

専門エンジニアであり，かつ標準化戦略を考えられる人材育成に寄与することを目指して構成してある。

各固有技術は急速に発展し，いっそう専門化している。従来の技術分類の枠組を継承し，かつ新技術に適切
に対応した標準化作業を発展的に可能にする取り組みが求められているからである。

まず，国際標準は設計指針としての技術文書であるだけでなく，各国間の国際商取引のために定められた協
定を背景に位置づけされていることを強く認識させる。

単に技術だけでなく，政治経済情勢の変化も理解しつつ，コツコツとひとつひとつの会議に継続的に参加する
地道な作業が基本であることは変わらない。

この資料では，光実装技術の標準化プロセスで 近起きた交渉経緯を具体例として用い，技術的興味を引き
ながら，新技術の国際標準化戦略について考える題材となることを目指した。
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1 WTOのTBT協定と標準化

① WTOとTBT協定

② ＴＢＴ協定の主なポイント

③ ３つの国際標準化機関

④ TBT協定と標準化戦略

2 IEC規格の技術分類

① 光回路基板の位置づけ

② 光実装技術と関連したIEC/TC
③ 電子回路実装から光実装へ

3 電子回路基板と光実装技術

① バックボード伝送の高速化動向

② 光電気実装技術開発の成果

③ 標準化課題例

4 光実装技術の国際標準化

① 日米合同で電子実装分野へ提案

② 既存の技術領域間での案件争奪

③ 境界領域の合同プロジェクト

④ 先進・協調した日本が主導的に推進

⑤ 着手から規格化への経緯（まとめ）

目 次 ・・・・・第4章 光実装技術にみる先端技術分野の
国際標準化プロセス

p.3

◆ 指導のポイント

1. WTOのTBT協定はGATTOの流れをくむ世界貿易に関わる基本的な前提事項として国際標準化作業と切
り離せないものであることをまず理解する。

2. 各分野の標準化作業はきわめて専門的な知見が要求されるから，各論の進行は非常に多くの専門分野に
分割して任されている。この細分化の実態を理解したうえで，いわゆる境界領域に相当する新技術や新概
念を扱う場合どうするのか，光実装技術を例にとって問題提起する。

3. 光実装技術という新分野の国際標準化議論を行なう上で，発展形の技術を提案した側と既存の基本技術
の審議を担当する側のどちらが主導するべきかという論議がおきた背景としての光実装技術の内容につい
て概観する。
技術内容の詳細な理解が目的ではなく，技術の背景を知ることが重要。

4. 日本が注力した先端技術標準化作業で実際に起きた「どの既存分野が標準化作業主体か」という主導権
争いの議論がなぜ起きたのか経緯を紹介する。それがどう対処されたか，そのなかで日本が果たした役割
は何だったかを考察し，今後，日本がいかに国際標準化に臨むべきか，それに対応していく人材，手法は
いかにあるべきか，を提示する。
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◆ WTO （世界貿易機関）

GATT（関税と貿易に関する一般協定）ウルグアイ・ラウンドにおける合意に基づ
き，1995年1月に発足

◆ ＴＢＴ協定

1979年4月に国際協定として合意されたGATTスタンダードコードが
1994年5月にTBT協定として改訂合意され
1995年1月にWTO協定に包含された。

工業製品等の各国の規格及び規格への適合性評価手続き（規格・基準認証制
度）が貿易の技術的障害（Technical Barriers to Trade）とならないよう，国際規
格を基礎とした国内規格策定の原則，規格作成の透明性の確保を規定

WTO加盟国全部に適用される

1 WTOのTBT協定と標準化 ① WTOとTBT協定

p.4

◆ 指導のポイント

WTOはGATTの延長上にあること。

TBT協定は「Technical Barriers to Trade」のかしら文字であり，

各国が国際貿易を前提に国内ルールより国際ルールを尊重することを推進するためのWTOを枠として設定さ
れた。

◆ トピックス

TBT協定は， WTO加盟国単位，つまり，国連加盟国単位，にルールづくりが行なわれる。技術の国際標準化
は政治や経済と無縁と思われがちであるが，国連加盟国単位の構成は，政治的問題と切り離すことができない。

台湾は今回話題にした光実装技術の分野で，アジアでは日本や韓国と並んで研究開発が先進している「地
域」のひとつであるが，国連加盟国単位では中国北京政府が唯一であり，台湾は国として「認められていない」
ため，

IEC会議で国として正式に参加することができない。
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WTO加盟国への要求事項

第2条
・国際規格を基礎として強制規格を実施することを義務づけ

第4条
・任意規格の制定に関して適正実施規準の受入れ確保を義務づけ

第5条
・適合性評価手続について，国際標準化機関の定める指針又は勧告を基礎として用

いることを義務づけ
第6条

・国際標準化機関の定める指針又は勧告に従い認定等を受けた海外の認証機関につ
いては，十分な技術的能力があると認め，可能なときはその適合性評価手続の結果
の受入れ確保を義務づけ

・加盟国間で，適合性評価手続の結果の相互承認交渉を行うことを奨励
附属書3

・任意規格の制定等に関する「適正実施規準」では，
標準化機関が規格制定の際に満たすべき手続等を規定

1 WTOのTBT協定と標準化 ②ＴＢＴ協定の主なポイント

p.5

◆ 解 説

TBT協定のなかで技術の国際標準化作業を戦略的に取り組む上で特に関係の深い部分を次に示した。

・第２条

–中央政府機関(Central Government Bodies)の強制規格 (Technical Regulation)に関連する条項では，
2.4において，国際規格を基礎として強制規格を実施することを義務づけ。

•第４条

–任意規格(Standards)の制定に関する条項では，4.1において，加盟国に対し，中央標準化機関
(Central Standards Bodies)の規格制定等に関する適正実施規準(Code of Good Practice)の受入れ確
保を義務づけ。

•第５条

–中央政府機関による適合性評価に関する条項では，5.4において，加盟国が行う強制規格及び任意
規格に対する適合性評価手続について，国際標準化機関 (International Standardizing Bodies)の定
める指針(Guides)又は勧告(Recommendations)を基礎として用いることを義務づけ。

•第６条

–中央政府機関による適合性評価手続の結果の申入れ (Recognition)に関する条項では，6.1におい
て，加盟国に対し，国際標準化機関の定める指針又は勧告に従い認定(Accreditation)等を受けた海
外の認証機関(Conformity Assessment Bodies)については，十分な技術的能力があると認め，可能な
ときはその適合性評価手続の結果の受入れ確保を義務づけ。
また，加盟国間で，適合性評価手続の結果の相互承認(Mutual Recognition)交渉を行うことを奨励。

•附属書３

–任意規格の制定等に関する「適正実施規準」では，標準化機関が規格制定の際に満たすべき手続
等を規定。

–貿易の障害となるような規格制定を回避。

–国際規格を基礎とした任意規格の制定。

–国際規格制定への積極的参画。

–規格制定に関する作業計画を少なくとも６か月に１回公表。
また，ISO/IEC情報センターに作業計画の存在を通報。

–規格制定前には，少なくとも６０日の意見受付期間を設置。

出所： http://www.jisc.go.jp/cooperation/wto-tbt-guide.html
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国際標準（Global standard）

製品の品質，性能，安全性，寸法，試験方法などに関する国際的な取りきめ

WTO/TBTで承認されている３つの国際標準化機関

◆ 国際電気標準会議 IEC( International Electrotechnical Commission)
電気・電子及び関連技術分野の国際規格の作成

◆ 国際標準化機構 ISO （International Organization for Standardization）
電気及び電子技術分野を除く全産業分野（鉱工業，農業，医薬品等）
に関する国際規格の作成

◆ 国際電気通信連合 ITU （International Telecommunication Union）

地域規格，国家規格はWTOで認知される規格ではない

1 WTOのTBT協定と標準化 ③３つの国際標準化機関

p.6

◆ 指導のポイント

広く流通している地域規格，国家規格といえどもWTOで認知される国際標準ではない。したがって，各国は自
国の業界標準，国家標準と国際標準の整合性を高めるべく国際標準化活動を進める。

その際，特定分野の国標準化活動について，その国の当該分野の産業の業界が活発かどうか，行政の業界
への指導がどの程度積極的か，といった各国事情が，業界標準，国家標準を基として国際的に提案する国際
標準化活動の活発さに影響することになる。

日本のように，工業分野でのJIS規格は基本的にIEC規格の邦訳としていく，

という方針の場合，慣れ親しんだJIS規格がそれと相当するIEC規格が制定改定される毎に順次IEC規格へ置
き換えられていくわけであるから，われわれにとって一番便利で有効な国際規格への整合をはかるひとつの効
果的な手法が，業界で流通している規格をIEC規格へ提案する経路であろう。
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WTO/TBT協定

国内の技術基準・任意規格を国際規格に整合

市場に適合した国際規格制定への働きかけ

・・・前提

・・・要求事項

・・・必要なアクション

1 WTOのTBT協定と標準化 ④TBT協定と標準化戦略

p.7

◆ 指導のポイント

図は 「１ WTOのTBT協定と標準化」 のまとめである。

WTOのTBT条約の承認を前提とする日本においては，協定の要求事項にあるとおり，国内の技術基準，任意
規格を国際規格に整合することが必要とされる。そのなかで，広く業界や商取引に浸透している業界標準や国
家標準を企業や業界団体の支援によって市場ニーズを反映させた国際規格として制定していくことが求めら
れるアクションといえる。

特に新技術や境界領域分野では各企業の姿勢の違い（標準化を率先するか決まった標準を待つか，あるい
は公開せずに取引当事者間のみの規格や仕様を中心にビジネスを進めるか，など）を少なくとも業界単位，国
単位で調整をはかりながら，標準化戦略を効果的進めなければならない点に活動の難しさがある。

以下に示す「光実装技術」の国際標準化へのチャレンジは，従来の電子実装に光という新たな技術要素が加
わって将来進展する分野に関して，それを予覚した日米の業界団体が中心となって推進した標準化活動であ
る。
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光コネクタ

光配線版

電子回路の電気信号をより高速に伝える光信号の配線と部品を搭載する光配線板

2 IEC規格の技術分類 ① 光回路基板の位置づけ

p.8

◆ 解 説

今回標準化実例としてとりあげた光実装技術は，従来の「電子回路（プリント配線板）」での電気信号の代わり
に光信号が扱われる場合の「光回路基板」を扱う標準化作業である。
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2 IEC規格の技術分類 ①光回路基板の位置づけ

p.9

◆ 解 説

これは光どうしを接続する光コネクターである。

電気のコネクターと機能的には同じであるが，光は周波数が異なる。そのため従来の電気信号やノイズから光
信号を絶縁することができる。
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光実装技術と関連したIECの技術委員会(TC, SC)

SC 47E, Discrete semiconductor devices （個別半導体デバイス）
TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for electronic

equipment （電子機器用機構部品）
TC 86, Fibre optics （光ファイバ）
SC 86A, Fibres and cables （光ファイバケーブル）
SC 86B, Fibre optic interconnecting devices and passive components（光部品）
SC 86C, Fibre optic systems and active devices （光ファイバシステム）
TC 91, Electronics assembly technology （電子実装技術）
TC 100, Audio, video and multimedia systems and equipment

（ｵｰﾃﾞｨｵ・ﾋﾞﾃﾞｵ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑおよび機器）

・ 技術分野は１００以上に細分化され，新技術は多岐のＴＣに関係する
・ 新技術の標準化提案の多くは既存技術の境界領域

2 IEC規格の技術分類 ②光実装技術と関連したIEC TC, SC 

p.10

◆ 解 説

光実装技術は，従来の電子回路（プリント配線板）と電子部品実装から類推されるものであり，電気信号の代わ
りに光信号が扱われる場合の光回路基板を扱う。

したがって，上に示したとおり，この技術を扱うIECのTC(テクニカルコミティー）としては，電子回路（プリント配
線板），光回路（光ファイバ）ならびに部品実装技術といったいくつかのTCに近い分野である。

標準化作業の文書提案は当初TC91（電子実装技術）で行なわれてきた。

電気通信の回線が，銅のケーブルから光ファイバケーブルに発展，進展したように，電子回路と部品実装技術
を扱うTCの将来技術のひとつとして

光実装技術の標準化が着目され，技術的に注力してきた日本，米国を中心にこの議論が起きたことには必然
性があった。
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技術領域
・光配線板
・ボードエッジ等光コネクタ
・光パッケージ
・信頼性評価基準・方法

出所： JPCA NEWS, No.420 (Aug.2003)

ﾎﾞｰﾄﾞｴｯｼﾞ光ｺﾈｸﾀｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 光ﾊﾟｯｹｰｼﾞ/光ﾌﾟﾘﾝﾄ板間ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

電子実装技術の発展形としてTC 91（電子実装技術）が国際標準化に着手

2 IEC規格の技術分類 ③電子回路実装から光実装へ

p.11

◆ 解 説

この図は，日本電子回路工業会の機関広報誌であるJPCA NEWSの2003年8月号に「光電子回路の標準化に
ついて」という見出しで掲載された解説記事から引用したものである。2003年6月，国内活動としてである光配
線版通則をはじめとする７件の業界規格（JPCA規格）が発行され，当時の規格化対象の商品イメージについて
示した図である。

電子実装技術の発展形としてTC 91がその活動の一環として国際標準化に着手したのもうなずける。
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PCI-Express（2.5G）

バスからシリアル
プレｴﾝﾌｧｼｽ回路付加
ｲｺﾗｲｻﾞ回路調整必要

電気伝送の高速化

XAUI(3.125G)
MPUの高速化

PentiumⅢ

PentiumⅡ

PentiumⅣ

OIFの電気11G規格

出所：出所： OIF: Optical Internetworking ForumOIF: Optical Internetworking Forum

高速電気ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ

電気の限界

・高速動作不安定
・消費電力増大
・コスト増大

3 電子回路基板と光実装技術 ①バックボード伝送の高速化動向

p12

◆ 指導のポイント

対象となる光実装技術が電子実装技術の発展形として考察された背景と必然性について，対象物現物の外
見だけでなく，その技術を必要とした伝送速度のニーズから展望する。

◆ 解 説

半導体素子の進歩によるコンピュータの演算速度は飛躍的に向上し，それに伴って伝送速度が高速な信号を
伝達可能な回路入出力系を備えた電子回路基板への要求も顕著になった。そのなかで，年々高速化する伝
送速度を勘案すると，従来の電子回路基板では，バックボードとして高速な電気信号の扱いには限界があるの
ではないかという指摘がなされ，より高速な信号を安定して伝達できる光バックボード実用化への期待が論議さ
れるようになった。
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光ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾝ用
高密度ﾌｧｲﾊﾞﾎﾞｰﾄﾞ

超小型合分波器
SMOP自己形成導波路技術

ﾌｧｲﾊﾞ曲げ直角ｺﾈｸﾀ

AIP技術

ﾌｨﾙﾑ導波路積層技術

光部品搭載用 高精度ｾﾙﾌｱﾗｲﾝ技術

1 mm

ＯＥ実装 EMI抑制技術

直角変換導波路

OE－MCM技術

小型MCMｺﾈｸﾀ技術

ＰＯＦボード

ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾝ

ﾎﾞｰﾄﾞ

有機基板ＯＥ-ＭＣＭ ﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟＯＥ-ＭＣＭ

3次元積層LSI

ﾌﾗｯﾄﾊﾟｯｸＡＩＰ ｽﾀｯｸＡＩＰ

筐体内を光で高速伝送するための実装部品技術の開発

3 電子回路基板と光実装技術 ②光電気実装技術開発の成果

p.13

◆ 指導のポイント

光実装技術は光基板と光部品という要素を実装技術という電子回路で用いられた概念で複合してシステムを
作り上げていく点で，部品名称別に分類した従来の技術分類だけでは整理しきれない面がある。今回話題とし
た光実装技術の実用化にはこうした複合技術と要素となる各部品の開発を有機的にむすびつけていく点で標
準化の貢献がある。

◆ 解 説

要素技術それぞれを結合させつコネクタの技術，それらを搭載する光配線板，

そして部品の集合を回路を含めてシステムにまとめあげる実装技術の開発が進展した。市場拡大するために
は，適切な標準化活動によって各要素が自由度高く結合していく素地を公開していくことが必要と判断され，
企業をこえた各専門化メンバーが集まり，国際提案の下地となる業界団体規格の作成に取り組んだ。

光コネクタに関しては，2003年6月時点で8社1法人のメンバーが対象とする規格化作業の文書作成に取り組ん
だ。
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プラグ

ダミーMCM基板

レセプタクル

Siテラス

高分子光導波路（MTフェルール付き）

光ファイバ

補強部材

MTフェルール

0.50.5dBdB 低損失多心低損失多心

直角ｺﾈｸﾀ直角ｺﾈｸﾀ
1/41/4小型小型 低損失多心低損失多心

MCM MCM ｺﾈｸﾀｺﾈｸﾀ

800GbpsAIP800GbpsAIPを実現する小を実現する小
型光路型光路 直角変換導波路直角変換導波路

光実装部品の標準化 → 企業ビジネスの活性化

3 電子回路基板と光実装技術 ③標準化課題例

p.14

◆指導のポイント

このような光通信・情報機器用の光実装部品の標準化の目的は，当初から標準化作業参加企業ビジネスの活
性化におかれた。

図のような共通部品，特に，光の技術を取り込んだコネクタの部分に関して，先行して標準化作業を進めた。
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4 光実装技術の国際標準化 ①日米合同で電子実装分野へ提案

［1999年］

米国の電子回路業界が団体規格（IPC規格）として，光実装の文書化に着手

［2002年8月］

牽制・協調して日本の成果を標準化する活動として

関連企業30社，業界団体，関連学会の国内当該分野の専門家を集結

→ JPCA規格化（日本の業界団体規格）を進展

IPC/JPCAの合同規格化を経て，

日米共同で国際標準IEC/TC 91（電子実装技術）へ提案する計画

p.15

◆ 解 説

IPCは2001年9月に光実装技術（IPC規格番号 IPC-0040）に関する業界標準化検討を開始した。米国の
NEMI（National Electronic Manufacture Initiate) に意向を反映し，ANSIと共に共同規格を策定してIECに提案
するプランであった。

日本ではASETの「超高密度電子SI技術の研究開発」など，光電子回路実装で先行した技術開発を核とし，プ
リント板上での光実装について業界団体規格の制定を進めた。

ユビキタス化の流れとIPC-0040の動向を受けて，IPC/JPCAの共同規格化を経てIEC/TC91へ提案する計画
だった。
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IEC/TC 91で日米中心の合同作業を開始したが・・・

米国の光産業の変貌 → 特殊先端分野へ注力

→日本は民生光部品標準化進展 → 日本商品への牽制強化

提案案件はIEC/TC 86（光ﾌｧｲﾊﾞ）で扱われるべきとの意見

技術論より組織論・政治的働きかけ

IECの公式判断（SMB文書）により，光実装技術に関する

TC 91単独の審議は差し止められ， TC 86とTC 91の共同審議グループ
（JWG）の発足が指示された

4 光実装技術の国際標準化 ②既存の技術領域間での案件争奪

p.16

◆ 解 説

業界規格を基礎として時間をかけて練られた新規提案文書がTC 91で審議が開始される頃，日米の光実装業
界の状況は変化していた。すなわち，米国の光産業は特殊専門分野（軍事／大型コンピューター）への方向
性への変貌があった。

提案文書として形となった結果物に関して，光ファイバ担当のTC 86が適切な審議主体であるとの意見がつよ
く表明され，TC相互の意見調整の手段として，両者の共同審議グループを発足させて審議すべしとの指示が
SMBから出された。

これらの裁量権は，規格化作業の実務に取り組んできた日米両者の関係者というより，利害関係の影響を受け
る国策を調整したかたちとも解釈することができる。 技術的に重要な 先端技術の規格化の主導権の重要さ
が，もたらした案件を管理下に維持しようとする政治・経済的案件争奪であった。
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【日本の選択】

◆ IECのSMB指示と審議手順の遵守

◆ 率先してTC 86とTC 91による新たな共同審議
グループ （JWG）の発足に貢献

【プロセス】

◆ 双方のTCで活躍する国内の専門家の連携

◆ 国際的な働きかけで TC 86/TC 91/JWG 9 を推進

TC相互の主導権争い → JWG 9 「軟着陸地点」

国際貢献 → 停止されていた審議を再開

4 光実装技術の国際標準化 ③境界領域の合同プロジェクト

p.17

◆ 解 説

日本は決定事項とIECの審議手順を尊守し，新たな共同審議グループの結成や審議場所を変えたJWGの活
動においても実質的には従来と変わりのない業界や国内専門家のネットワークによって国際貢献としての国際
標準化活動を継続している。
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国際標準化活動継続の必要性

◆ 日本は 電子技術・光技術の両方で先進

◆ 日本は 単なるコスト競争でなく技術力で勝負

商取引で試験方法や仕様の標準化が必須

競合アジア各国 市場の拡大

学会・業界団体の交流による国際標準化の継続

主導的
推進

4 光実装技術の国際標準化 ④先進・協調した日本が主導的に推進

p.18

◆ 解 説

ひとつの産業の盛衰やライフサイクル，同じ産業でもその主たる用途が国や時代によって異なれば，審議主
体も主導国も変遷がありえる。

境界領域技術を異なった視野で先進的に探求していたことで，日本は主導的な立場で標準化案件を推進す
る立場にある。

プリント基板の多くは現在中国・台湾で生産されており，図では競合アジア各国としたが，主導的な立場で，
スペック，研究でリードするのは日本で主導権を発揮し続けるというのが我国の業界団体の目標として必要で
ある。

国際会議を韓国でも開催できるようになった。それをプロモートしながら先進技術を応用して付加価値を見出
だして国際的な商取引をリードするには，そのツールとして必須となる国際標準化のリーダーシップをとり，市
場競争のなかでは，競合国があることも市場拡大には必要という割りきりも必要である。
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4 光実装技術の国際標準化 ⑤着手から規格化への経緯（まとめ）

経緯1 日米合同でIECの電子実装分野へ提案

経緯2 既存の技術領域間（光と電子）での案件争奪

経緯3 境界領域での合同プロジェクトの発足

経緯4 両分野で先進・協調した日本が主導的に推進

p.19

◆ 解 説

4 の ①から④の経緯をまとめた。

活動当初は日米合同の提案だったが，米国の産業状況が変化し，それに伴って活動自体も変化した。このよ
うに相手の産業状況が変わって活動も変わる時もある。

しかし，それが技術境界領域の案件の，境界領域でのフリープロジェクトをどう作っていくかという問題である。
そして，両分野で協調したプロジェクトの中で主導権も握れるのではないかと思われる。
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IEC/TC 86-TC 91 JWG 9 審議状況

p.20

◆参考資料

これは，2007年8月28日現在のTC 86の Program of Work である。

この中にはTC 91との JWG 9 に割り当てられた５つのprojectが含まれている。

① IEC 62496-１ Ed.1.0, Opticial circuit boards – Part 1: General standard 電子基板・光基板

② IEC 62538 TS Ed.1.0, Categorization of optical devices

③ PNW 86-275 Ed.1.0

④ IEC 62976-2-1 Ed.1.0,  Optical circut boards – Part 2-1, Basic measurement procedures for optical 
characteristics, 基礎的な試験方法に関する分野

⑤ Future IEC 62496- 3-1 Ed.1.0 Optical circuit boards performance standard- Part 3-1, Flexible optical 
circuit boards using unconnectorized optical glass fibres for category C - Controlled environment;測定方
法とperformance

特定の条件の下でできるところから標準化していこう，という考えに基づき

P9図中写真の自由に曲がったフレキシブルな光ファイバーボード等の分野であり，化学メーカーなどが主体と
して活動中。文書体裁としてはTC 86の活動を継承しつつ，基本的にはTC 91で進まなかった部分を現在
進めている。

このように，両TCの共同作業が行われている。
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屈折率の異なるガラス層をもつファイバを特定波長の光が伝達される

国際標準化に至る技術背景（トピックス） ① 光通信の基礎

p.21

◆ トピックス

光通信の基礎をトピックスにとりあげた。

技術分野を表現する名称は電気と光で異なってみえるが

伝達の仕組みは異なっても，電線のなかを伝達される電気信号と

光ファイバのなかを伝わる光信号が担う産業上の役割には相通じるものがある。

電気信号と光の速度が同じである。つまり，電気信号の高周波のさらに波長の短い高周波側に分類することが
できるのが光であると捉えれば，波動として両者は物理的には同類である。
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電子回路と同様，光回路と光部品を実装技術で組み合わせる光実装技術

国際標準化に至る技術背景（トピックス） ② 光実装技術の概念

p.22

◆ トピックス

電気も光も同類の物理現象と捉えれば，電子回路の延長上に光回路と光部品を実装技術で組み合わせてシ
ステムとした光実装技術の分野が想定できる。規格審議の際に境界領域は相互の共同審議とするのも筋であ
るが

ことの起こりから説明すると，どちらが主導的に進めるにあたって適切か，という議論は経緯背景を重要視する
のももうひとつの考え方ともいえる。
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海外主導のルール改定により

日本のスポーツの競争力低下

「決まり事（ルール）」を「決めた者」が有利「決まり事（ルール）」を「決めた者」が有利

重量挙げ バレーボール 柔道 水泳 スキー Ｆ１

Rule Taker Rule Maker 
【内閣官房の資料から一部引用】

スポーツのルールの変更（トピックス）

p.23

◆ トピックス

ISO/TMB（Technical Management Board）日本委員である長野氏が第39回TMB会議の報告会の際に使用し
た資料を許諾を得て引用。

スポーツ分野では，オリンピックなどで他地域の国が勝つと国際ルールが改定されることがしばしあり，有利不
利が生じている例がある。

•東京オリンピックの重量挙げでは三宅兄弟が金と銅メダルを取り話題となった。東京オリンピックが終わると重
量挙げのルールが変わり，得意とするプレス競技が除外された。

•1972年のミュンヘンオリンピックで男子バレーボールで日本が金メダルをとった。ところがその後，ブロック時の
1タッチをカウントしないなど，背の高い選手に有利なルールに改定された。

•柔道のルールは講道館ルールが基本となるため，基礎的，技術力を重視するために日本人に有利であった。
しかし，襟の部分がつかめず技をかけにくい襟の厚い柔道着によって苦戦することがあったが，アテネ五輪より
山下理事が規定柔道着の厳しいチェックを行い正規の柔道着に着替えさせた。その結果男女合わせて 多8
個の金メダルを獲得した。

•水泳において，鈴木大地選手のバサラ泳法

•長野五輪後，スキージャンプの板の長さの規定改定され，背の低い日本人に不利となった。

•F1におけるホンダのターボエンジンの禁止

•ル・マンにおける60年代にアメリカのfordのGT40 が欧州勢にパワー勝ちしたものの優勝の後，ある年代より燃
費規制が出て不利となった。日本だけでなく，アメリカやどこの国でも同様の不利な状況をつくられている例と
いえる。

つまり，勝てるルールづくりとはルールを決めたものに有利となるということがいえるのではないだろうか。
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学
会

Ｘ； 好奇心→ビジネスへの視点転換の軸
Ｙ； 個人・会社→世界発信へのリーダーシップの軸

工
業
会

個
人

共
同

ＩＥＣ ＴＲ ＩＥＣ規格

論文 会
社

国
際

業界規格

ＪＩＳ規格

Ｚ； 権利の軸？

学会・工業会活動と標準化(トピックス)

p.24

◆ トピックス

図は日本電子回路工業会で試作している学会・工業会活動と標準化の相関図である。

横軸は好奇心の軸。ビジネスへの視点転換への軸

縦軸にリーダーシップと国際の軸

下に個人や会社，上に国際や共同活動

従来，会社レベルで作った業界規格の工業会活動はあった。

それをJIS規格にし，IEC規格に含めようとしたルートであったもの，つまり会社のレベルを国際に挙げていこうと
いうのが従来の方法である。

一方で関連学会での論文，試験方法・評価方法を国際的に発表していく方向として，英訳しIECのTR
（Technical Report）を規格にもっていくルートがあるのではないか，という考えがある。

というのは，関連分野でTRが多く出ていると，TRの意見を日本の背景として説得し，国際の場で意見が通じる
利点がある。

具体的に，例えば試験方法についてTRが出ていると，ANSIやBSI等の方がそれに注目して“日本はこういっ
たTRの背景があるのであれば，提案も具体的にそれを使った方法であればしてよいのでは”と納得できる可能
性が出てくる。

本日のテーマとは直接的には離れたが，国際会議に人と人とのつながりも重要といえる。出席するのは技術
者であり，研究・論文分野が強みといえ好奇心もある。それをTRに活用し，また工業会で実際化すれば， 初
の段階でIEC規格を作るという動きになるのではないか。

一昨年JEITAがIECとリエゾンDという作戦をとった。優れた工業会規格を作り英訳すると，それがそのままIEC
のPAS（Publicly Available Specification）とすることも実践している。

現在ではすでに工業会規格を作る段階で同時に英訳もしている。
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先端技術の国際標準化作業に参加するにあたっては，

① 姿勢： 各国の見解・事情を客観的に見極める「協調」が大切

② 手法： ルールをわきまえた「継続参加」が基本

国際標準化の意義のなかで，

③ 最先端技術分野での戦略的な 「先取」 と 「牽制」による
国際標準化作業 はビジネスの利益に寄与する

国際標準化のプロセスでは，

④ 審議は技術論だけでは進まず，政治や経済の影響を受ける

ま と め ・・・・・第4章 光実装技術にみる先端技術分野の
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◆ いくつかの観点

①技術開発と標準化のかねあいはどう考えるか？独占が標準か？

会社の独占は拒否しないが，可能な範囲で標準化する。

標準化が製品開発を促進させると考えられる。

②どのタイミングで，どこまで標準化するのか？

確立した技術は，市場開拓の段階で標準化して，多くの人がその技術を用いることで

製品開発がさらに進展することが，標準化の効果として期待されている。

③日本とアメリカの関係は？

光エレクトロニクスについて米国は消極的である。

日本では，産総研をはじめ，各社で積極的に行なっている。

④標準化した結果，日本がどう進歩したのか？

技術開発の 先端状況が確立させて，各国がそれをフォローする方向で動いている。

⑤WTO，TBT も見据えて行っているのか？

当然そうしている。日本の技術が国際標準にならないと，TBTに対応できなくなる。

今後のポイントとして，従来の「協調」と「継続参加」に加え，例えば議論が食い違った際の回復のきっかけ，
タイミング「潮時」といった部分も必要と考えられる。communicationも従来のpower gameから「タイミング」を見な
がらの交渉への転換期にきているともいえるのではないか。

defenseよりも，先取りと牽制によって，WTOで従来より，技術論よりも南北の経済格差が影響としてうける実感
がある。また，政治的なアプローチ手法もより必要。具体的に言うと，いい提案があり，成立を目指す会議の場
でどうしても1票が必要なとき，調和の取れた考え方の幹事との交渉で解決をみる，といった人と人のつながりも
必要である。
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（1） 企業の製品は各社の規格（仕様）や国家規格を満足するのが通例である。これら
に加えて国際規格を意識して開発や製造がされる理由はなぜだろうか。

（2） 国際規格の内容を満足する製品を製造するだけでなく，自社の規格（仕様）を国
際規格化する提案を熱心に行なう企業があるのはなぜだろうか。

（3） あなたが開発を担当する商品に関係した国際規格の審議会議に出席を命じられ
たとする。会議に参加するにあたってどんな準備をしたらよいだろうか。

演習問題 A ・・・・・第4章 光実装技術にみる先端技術分野の
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◆ 回答例

（1） 各社独自の規格は同業他社の規格と必ずしも一致していないから，製品を求める側は，製品の比較検討
の目的や複数の会社から同時に調達する場合の判断材料として不十分なことがある。

国家規格はその国の共通の規格であるから，複数会社からの調達にも国内共の規格として便利である。しか
し国際取引においては多くの国が参画するWTOのTBT条約では，国家規格も認知された国際規格ではない。

購買や調達の国際化が日常的となった昨今では，国を超えた取引においても共通に認知された国際規格を
満足した製品であることが求められるようになった。

（2） 自社の規格内容が国際規格と同じであれば，決められた規格に合わせて製品の開発製造を行なうより，
自社の特徴を生かした製品仕様や製造方法などの独自性を反映した製品が作りやすい。

分類や特性値に関して自社の管理基準が国際的な基準に反映できれば，製品コストの設定や品質管理基
準の運用でも，自社のやり方をそのまま世界的な取引で用いることが可能となり，競合会社の同類製品との販
売競争で有利になる。

（3） 事項をあらかじめ把握し，会議メンバーの相手の立場（見解）での見解，会議での議論，結論を想定して
みる①その会議が扱う技術分野の用語，定義など会議参加者が共通理解している前提事項。②過去の議事
録，今回の審議予定事項 ③会議の議長，書記，参加メンバーなど，会議の構成メンバーの所属と役職を，自
社との取引上の関係（顧客，材料調達先，同業者など）
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（1） 標準化をして市場を広げる戦略と，１社で市場独占を狙う戦略があるが，光実装
の場合はどちらの戦略をとるべきか。

（2） 複数のＩＥＣの技術委員会が関係する場合，その委員会を使うべきかその考え方
について論ぜよ。

演習問題 B ・・・・・第4章 光実装技術にみる先端技術分野の
国際標準化プロセス
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◆ 課題の背景について

本講義のモジュール全体における位置付けは，大項目として，「ビジネスにおける差別化戦略としての標準」
をいかに捉えるかという点にある。

ポイントとしては，今後の新技術の標準化戦略をどう考えていったらよいか，過去実例を疑似体験として，各
位の議論の展開に期待したい。
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