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分類の視点 
 

 

 

今一度、標準の定義をおさらいしてみよう。標準とは「認識を共有する

ために、ヒトや物、情報やサービスを繋ぐための取り決めであって、普及

したもの」である。したがって、今まで説明したように、鉛筆やキーボード

であったり、日焼け止めの効果の測り方であったり、長さや重さであった

り、色々なものが標準ということになる。 

これらの標準を漠然と見ていくだけでは、標準の本質、あるいは、特徴

というものが見えてこない。また、標準化を上手に利活用して、企業利益

を増大させるやり方、言い換えるとビジネスモデルも浮かんではこないだ

ろう。標準化を理解するためには、何らかの視点をもって分類した方が理

解はし易い。なぜなら、分類することによって特徴というものが浮かびあ

がってくるからだ。 

そこで、分類の視点、他の言葉を使うと、切り口やレンズとなるが、これ

らを使って、標準を分類してみよう。もちろん、視点は一つではない。学術

的に蓄積された視点がいくつかある。先ずは、いくつかの視点を紹介し、

次に具体的な分類を説明していこう。 

何を取り決めているか 

標準の定義を見ると「取り決め」という言葉がある。何を取り決めてい

るのだろうか。事例からある程度は解ると思うが、物の定義を決めたり、

測り方を決めたりしている。 

標準が利活用された製品やサービスに目が奪われがちなるが、標準とい

う取り決めの対象となっているものを正確に把握するために、何を取り決

めているかという視点を用いてみよう。 

  

Section 1 
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誰と協議しているのか 

再び、標準の定義の中の「取り決め」という言葉に着目しよう。取り決

めだから、誰と誰が話し合って取り決めの内容を決めているのだろうか。

業界に属する人たちが話し合っているのか、それとも、仲間が集まって話

し合っているのか。それとも、誰とも話し合わず、一つの企業だけで決め

ているのだろうか。 

標準化がなされると、利益が増大する企業と減少する企業が生じてしま

う。利益が増大しそうな企業だけで話し合いをすれば、話はまとまるだろ

うが、普及させるのが難しくなってしまう。では、普及させるために、関

連企業全員が集まって話し合いをすると、企業ごとに利益の増減に違いが

出ることが予測されるため、話し合いがまとまらなくなり、取り決めの内

容を定められないという問題も起きてしまう。 

したがって、誰と協議するかということは標準化を理解する上で重要な

点である。この視点を持って分類し、各標準の特徴を浮き立たせてみよう。 

どこで協議しているか 

法律も取り決めなのだから標準である。法律は、各省庁が起案し、国会

で審議されて制定される。ところが、業界団体だけで話し合われて標準が

作られる場合もある。一方で、企業関係者が殆ど関与していない、学会に

て標準が作られる場合もある。 

このように、標準はいろいろな場所で話し合われて定められているが、

話し合われる場所によって、後述する影響力や強制力に違いが生じてくる。 

影響が何処まで及ぶか 

繰り返しになるが、法律も標準の一つである。法律ではないが条約も標

準となることは想像がつくだろう。法律の効力が及ぶ範囲は、例外を除き、

その国の領域内である。一方、条約の効力が及ぶ範囲は、一つの国だけで

はなく、例外を除き、締結国の領域内となる。法律より条約の方が、広範

囲に渡り効力が及ぶ。 

法律や条約でない標準にも、影響が及ぶ範囲がある。どの範囲まで影響

が及ぶのかも、標準を理解する上で重要な視点である。 
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強制力は強いのか、弱いのか 

法律の中でも、罰則規定が儲けられている条文と、なんら罰則規定がな

い条文がある。両者は強制力という点に大きな違いがある。同じように、

自主規制でも、強制力が大きなものと、弱いものがある。 

強制力は、普及と言う点において極めて重要である。取り決めを作った

としても、普及しなければ標準にはならない。標準化の効果も得られない

のである。 

階層的な上位と下位  

標準には先に作らなければならない標準と、他の標準が作られた後に作

る標準というものがある。標準化といっても、一足飛びに全てを作ること

や、作り易いものから作るということは出来ない。標準化において、何を

先に造らなければならないのかという視点から階層的に整理してみよう。 
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何を取り決めているか 
 

 

 

標準は「何を」取り決めているか、言い換えると「標準の対象」という視

点から標準を分類してみよう。 

計量標準  

日常の生活の中で使っているメートルやキログラムなど、長さや重さに

関する標準に「計量標準」と呼ばれるものがある。丁寧に説明すると「物理

的に正しく測るための取り決め」ということになる。 

物理的という言葉が入っているように、計量標準は学問的な科学の追求

による取り決めでもある。これは、エジプトでピラミッドが建設されてい

た時代から現代においても追求が続けられている。 

計量標準で、最も有名なのはフランスで開発され普及した「メートル法」

だろう。1875年に「メートル条約」が 17カ国の参加で発効された。日本が

この条約に参加したのは、10 年後の 1985 年だ。条約発効後の科学技術の

進展とともに、メートル条約から色々な単位系が発展した。分野ごとに異

なる単位系の発展は、様々な混乱を引き起こすことになった。このため 1960

年、第 11回国際度量衡総会で一貫性のある単位系を採択した。これが現在

幅広く使われている国際単位系（SI単位）である。 

SI 単位は、表に示す七つの基本単位と、それを組み合わせて作る組立単

位から構成されており、それぞれの基本単位は次元的に独立であるとみな

されている。したがって、SI 単位系が採択された当時は、世界に一つだけ

存在する「原器」と呼ばれる物で基本の数値を定め、それを基に世界中の

基準を統一していた。しかし、現在では重さ以外の六つの単位は物理現象

を用いた値に替わっており、原器は存在しない。重さについても、現在物

理量で代替する研究が進んでいるが、今のところ原器に依存している。こ

の重さの原器、キログラム原器と呼ばれる物は、フランスのパリに保存さ

れている。 

基本単位以外の物理量は、基本単位の組み合わせで表現される。面積は

長さの二乗(㎡) 、体積は長さの三乗（㎥）、長さを時間で割ると速度(m/s)、

Section 2 



69 

長さを時間の二乗で割れば加速度(m/s2）などがある。少し複雑なものとし

ては、電圧(V = m2·kg·s-3·A-1)がある。 

 

  

図 １６ 国際単位系(SI)の基本単位 

計量標準は単位を国際的に統一するだけではなく、現実に測れるような

運用が重要である。そのため、1955 年に国際法定計量機関を設立する条約

（OIML）が締結されている。日本は 1961 年にこの条約に加盟し、現在は

加盟国 57 カ国、準加盟国 62 カ国となっている。OIML では、世界のどこ

で測っても、同じ物は同じ量になるように、各国の計測器の使い方や性能

を勧告し、性能を評価し、お互いにそれを認め合う制度を設けている。 

このように、計量標準とは、同じ物理量のものは、誰が何処で測っても、

同じ物理量となるように測定する方法や手順を科学的に高度化する科学の

学術分野とも言える。日本には、産業技術総合研究所の計量標準総合セン

ター（NMIJ）が、学術的な研究と運用を担っており、研究を担当している

のが「計測標準研究部門」、運用を担っている、具体的には外部機関へのサ

ービスを提供しているのが「計量標準管理センター」である。 

試験方法標準と計量標準の違い 

計量標準とは別に、試験方法標準というものがある。試験方法標準とは、

「対象物を正しく測定するためのやり方の取り決め」と言うことができる。 

例えば、外気の温度を測る場合を考えて見よう。外気温を測るときには、

温度計を使うことになる。温度計は熱力学温度という計量標準に従って造

られているため、他に標準は必要ないようにも見える。では、どういう温

度計をどのような場所に置くべきだろうか。直射日光が当たる舗装された

アスファルトの上に置くべきだろうか、それとも、風通しのよい木陰に置

量 名称 記号

時間 秒 s

長さ メートル m

質量 キログラム kg

電流 アンペア A

熱力学温度 ケルビン K

物質量 モル mol

光度 カンデラ cd
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くべきだろうか。アスファルトでも土の上でも、地表の直ぐ上に置くべき

だろうか、それとも地表から 1m ほどの高さの所に置くべきだろうか。い

ずれの場合でも、条件によっては３℃から５℃は異なってくるだろう。温

度計を設置する場所を取り決めることが、試験方法標準の一つである。 

このように、計量標準を使いながら、測定する条件を取り決めるのが試

験方法標準である。その他にも、複数回測定し、全ての平均を値とするの

か、最大値と最小値を捨てて残りの測定値で平均を算出するのかというの

も、試験方法標準の一つである。 

計量標準も試験方法標準も何となく科学者の世界、大学の研究者の世界

だから、ビジネスには関係ないと思われがちである。事実、多くのビジネ

スパーソンは関係ないと考えている。ところが、前述した冷蔵庫の事例は、

試験方法標準の取り決め内容が、米国の製品が売れ日本の製品が売れない

要因の一つとして挙げられている。とても重要な事例なので、後述する詳

細な記述を精読してほしい。 

基本標準  

基本標準とは、用語や記号、単位などに関する取り決めと言うことがで

きる。したがって基本標準は適用範囲が広く、ときには特定の分野につい

て全体的な取り決めという場合もある。自転車の標準を例に取りながら、

基本標準を説明しよう。 

自転車の右側、左側と言われた下記図を示された。違和感はないだろう

か。 

 

図 １７ 自転車の左右 

右側と言っても、自転車の前から見た場合の右側と、自転車の後ろから

見た場合の右側は同じではない。自転車の標準において自転車の右側とは

左側              右側 
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「正常な乗車姿勢をとったとき、自転車の基準中心面に対する乗員の右手

側」ということが取り決められている。 

言語（ことば）が共通でなければ会話が出来ないのと同じように、用語

や単位が異なったままでは、製品情報やサービスの情報を他人と共有する

ことは難しい。用語や単位を単純化・統一化することで実質的にコミュニ

ケーションを実現するのが基本標準の役割である。 

製品標準  

自転車。そもそも「どういう物」が自転車なのだろうか。自転車と言っ

たら下記のような物ということは解るだろう。 

            

スポーツ用自転車                子供用自転車 

図 １８ 自転車 

では、下記の図のような、キックスケーターと呼ばれるペダルがない物

や、ペダルは付いているが車輪が四つ付いているペダルカーと呼ばれる足

漕ぎ式の四輪の物も自転車なのだろうか。 

      
キックスケーター              ペダルカー 

図 １９ 特殊な乗り物 

自転車の標準において、自転車とは「ペダル又はハンドクランクを用い、

主に乗員の人力で駆動操作され、かつ、駆動車輪をもち、地上を走行する

車両」ということが取り決められている。したがって「ペダル又はハンド

クランクを用い」という要件があるため、キックスケーターは自転車では

ないが、ペダルカーは自転車ということになる。 
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このように、自転車という目的を適合するために、製品が満たさなけれ

ばならない構造や仕組みなどを取り決めているのが製品標準である。少し、

硬い言葉を使うと「目的適合性を果たすために、製品又は製品群が満たさ

なければならない要求事項」ということになる。 

もう少し詳しく、製品標準の事例を見てみよう。自転車にはさらに、一

般用自転車、子供用の自転車、乳児用の自転車の製品標準もある。例えば、

乳児用自転車とは「主に学齢前の乳児が、日常の遊戯又は交通手段に用い

る自転車で、表に示す緒元に適合するもの」というものである。この表に

は寸法などが細かく定められている。例えば、長さは 950mm～1350mm、幅

は 350mm～550mm、サドルの高さは 435mm～635mm などである。寸法が

記載されている表には、大分類として一般用自転車や乳児用自転車が記載

されている。そして、一般用自転車の小分類（車種）としてスポーティ車、

シティ車、実用車、子供車などが記載されている。このような記載が、製

品の名前の取り決めとなる。 

プロセス標準  

プロセス標準を硬い言葉で述べると、目的適合性を確実に果たすために、

プロセスが満たさなければならない要求事項の取り決めである。プロセス

とは、過程、工程、方法であるから、製品標準に絡めて解り易く述べると、

「製品標準の造り方の取り決め」となる。もちろん、工程は製品だけに必

要なわけでなく、サービスの提供にも工程は必要になる。したがって、サ

ービスを提供するための取り決めとも言える。 

自転車のプロセス標準を見てみよう。自転車には自転車部品の組み立て

方の標準がある。ハンドルの組立方とハンドルの組付け方、さらにペダル

組付け、サドル組付などが取り決められている。ペダルの組付け方は下記

のように詳細に取り決められており、誰もが組み立てられるように丁寧に

取り決められている。 

 

（１） 右（左）ペダルを右（左）クランクに仮付けする。 

（２） ペダルスパナでペダル軸を挟み、クランクを逆回転させてねじ

込み、ペダルを固定する。 

（３） 反対側のペダルも（１）及び（２）と同じ要領で組み付ける。 
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適合性評価（認証） 

JIS マークや有機 JAS マークが付された工業製品や農業産品を見たこと

があるだろう。このようなマークを付けることは、一般的には認証と呼ば

れているが、正式な名称は「適合性評価」である。 

 

         

加工技術の JIS マーク              有機 JAS マーク 

図 ２０ JIS マークと JAS マーク 

標準化によって製品標準が作られると、多くの企業が製品標準に従って、

製品を造り販売することになる。ここで問題となるのが、造られた製品が、

標準に従って造られているか、あるいは、標準としての取り決めに当ては

まる物なのかどうかを確認する必要が生じる。多くの製品は、製品を造っ

た企業が自ら確認したり、製品を購入した企業が確認したりしている。そ

の他に、第三者が確認する場合がある。 

この第三者による確認を「適合性評価」というが、一般的には「認証」と

呼ばれている。認証は製品標準だけに行われるわけではなく、プロセス標

準にも行われる。プロセス標準の中の造り方の標準であれば、標準の取り

決めに当てはまる工程であるか、サービスの標準であれば、標準の取り決

めに当てはまる工程を用いたサービスであるかを確認する。 

自転車を例に挙げながら認証の仕組みを詳しく説明しよう。登場するの

は自転車メーカーのブリジストンサイクルと、自転車に関する認証機関の

日本車両検査協会である。 

ブリジストンサイクルは認証を受けるべく、日本車両検査協会に申請を

行う。日本車両検査協会は、ブリジストンサイクルが造った自転車が自転

車の製品標準、具体的には JIS 規格の記載事項に適合しているかどうかを

検査する。検査は、完成品である自転車だけでなく、工場内部も対象とな

る。検査の結果、JIS 規格に適合している自転車を造っていると判断される
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と、日本車両検査協会はブリジストンサイクルへ認証を与える。その後、

ブリジストンサイクルは、自社が造った自転車に対し JIS マークを付けて

販売する。 

この事例から解るように、認証機関が製品一つひとつを検査して認証マ

ークを貼っているのではなく、物を造っている企業を認証し、認証マーク

は物を造っている企業が「 

自ら認証マークを貼る」という仕組みになっている。 

インターフェース標準  

コードの先についている USB。パソコンだけでなくスマートフォンの充

填にも使える便利なもの。USB も標準化されているが、これはどういう標

準なのだろう。 

キーボードのコードの先に付いている USB は、それ自体ではアルファベ

ットを入力できたり、入力した内容を表示できたりするわけではない。キ

ーボードが備えている機能とデスクトップパソコンが備えている機能を損

失することなく繋げているものである。このように、二つの物の機能を損

なうことなく繋げるものをインターフェースと呼び、その標準がインター

フェース標準である。 

もちろん物だけでなく、物とサービスや、サービスとサービスを繋げる

インターフェース標準もある。少し、難しい言葉を使うと「製品やシステ

ムの相互接点における両立性に関する要求事項を取り決めたもの」と言う

ことになる。 
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誰と協議するか 
 

 

 

標準は取り決めなので、誰かが取り決めの内容を考え出している。そう

すると、一人で考えているのか、みんなで考えているのかという視点が浮

き上がってくる。この視点を用いて標準を分類すると、デファクト標準と

デジュール標準、フォーラム標準、という三つに分類できる。 

いずれも標準も効果を発揮するが、標準化が成功するか否や、標準化後

の利益構造が大きく異なってくる。 

デファクト標準  

デファクト標準とは、市場競争の結果として生まれた事実上の標準のこ

とである。もう少し詳しく説明すると、一つの技術やサービスなどが、市

場において大きなシェアを獲得したために、その技術やサービスなどを利

用することが色々な面で便利になったり、企業利益の点で有益になったり

するため、誰もがその技術やサービスなどを利用せざるを得ない状態にな

ったものである。 

典型的なデファクト標準は、パソコンなどで使われるキーボードの

QWERTY 配列である。1880年代に、米国に二つのタイプライターメーカー

があった。ひとつは、QWERTY 配列を採用するレミントン社、もう一つは

カリグラフ配列を採用するアメリカンライティングマシン社。両者は、ど

ちらの配列が早く正確にタイピングができるかという性能競争や宣伝を繰

り広げた。結果的に、アメリカンライティングマシン社も QWERTY 配列を

採用することとなり、市場の大部分を QWERTY 配列が占めることになっ

た。そして、他のタイプライターメーカーも、QWERTY 配列を採用し、つ

いにデファクト標準となったのである。そして、時代は移り、英文をタイ

プする装置が、タイプライターからワープロへ、ワープロからパーソナル

コンピューターやノートパソコンに替わっていったが、アルファベットの

鍵盤配列は QWERTY 配列から変わることはなかったのである。 

 

Section 3 
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デジュール標準  

デジュール標準とは、国際標準化機構（ISO）や日本産業標準調査会（JISC）

のような、標準化を公的に行う組織において、定められた手順に沿って作

成された標準のことである。鉛筆や乾電池の標準は、JIS 規格なので、デジ

ュール標準ということになる。 

定められた手順とはどういうものかを、JIS 規格を例にして説明しよう。

はじめに、社会的ニーズなどによって、国や産業界などで標準化すべき課

題が選定されると、JIS 原案を検討する委員会で JIS 原案がまとめられる。

この委員会は、検討される課題に関する利害関係人によって編成される。

取りまとめた JIS 原案は、産業標準化法に基づいて設置された JISC で審議

され、担当大臣によって制定される。JIS 規格の他に、食品・農林水産品な

どに関する JAS規格、医薬品に関する日本薬局方なども、デジュール標準

である。 

フォーラム標準  

フォーラム標準とは、数社が協力して市場を獲得した標準のことである。

典型的なフォーラム標準は、ブルーレイディスクの標準であろう。 

映画の画像データや、ソフトウエアなどのプログラムが格納されている

読み出し専用の光ディスクとして DVD-ROM がある。DVD-ROM に関する

技術は 1996 年に規格化された。その後、より大容量の情報が記録できる光

ディスクが要求されるようになり、HD-DVDとブルーレイディスクという、

二つの仕様が提案された。HD-DVD は東芝と NEC などが協力して作り上

げた仕様であり、ブルーレイディスクはソニーとフィリップス、パナソニ

ックなどが協力して作った仕様であった。両陣営が標準化競争を繰り広げ

たが、市場が選択したのはブルーレイディスクであった。 

事例から解るようにブルーレイディスクは、JIS 規格のように標準化を公

的に行う組織において議論されておらず、加えて、定められた手順に従っ

て定まった標準でもない。 
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どこで協議 
 

 

 

標準は「取り決め」なので、多くの場合、誰かと誰かが話し合って取り決

めの内容を決めている。 

話し合いという行為は、我々も日常的に行っている。家族で話し合った

り、友達で話し合ったり。もちろん、話し合いは、国会で行われたり、国際

会議の場で行われたりする。なんとなく、話し合う場所によって、話が纏

まり易いとか、影響が大きそうだとかが解るだろう。 

どこで話し合われた標準なのかということによって、話し合いが付くか

付かないかや、影響が及ぶ範囲が異なってくる。 

社内標準  

ネジの標準化の事例で説明したように、ウイットワースは 55度の角度を

有するネジを自社工場で造り始めた。おそらく「ネジの角度は 55度で造る」

という社内の指示があったのだろう。 

企業では、社長の指示が上位下達により全社員に浸透することがある。

もちろん、経営方針や就業規則のように文書化されたものもある。その他

にも、作業のやり方、製品の検査のやり方、製品の保管の仕方、製品の寸

法などが決められている。これらは、見方を変えると、企業で働く人たち

の中で「共有されている取り決め」であり、企業の中では「普及」している

ので、「標準」ということができる。 

標準の出発点は、企業の中だけの標準、いわゆる社内標準である場合が

少なくない。 
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学会標準  

ネジの標準化の事例を繰り返すと、ウイットワースが英国のネジの平均

を求め、55度の角度を有するネジの仕様を学会で発表した。この事例の重

要な点は、標準化の提案が「学会」で行われたということだ。標準化は ISO

や JISC などの標準化団体で行われるものと思われがちだが、実は多くの標

準化は学会で行われている。 

標準としての取り決め、例えば、形状や仕様、工程などについて関係者

の同意を得られると予測できるのであれば、学会にて提案することが、効

率的なやり方と言えるだろう。 

国家標準  

自転車や鉛筆などの例に登場する JIS 規格は、日本産業標準調査会(JISC)

において標準の内容が話し合われる。また、JAS 規格は、日本農林規格調

査会(JAS 調査会)において標準の内容が話し合われる。JISC も JAS 調査会

も国家標準化組織と呼ばれる。このような国家標準化組織において話し合

われて、取り決めが定められ、普及したものが国家標準である。 

一般的に、国家標準化組織には、取り決めの対象に関連する企業の全て

が、あるいは、関連する全ての企業を代表する人が参画している。 

国際標準  

長さや重さの計量標準は国際法定計量機関(OILM)において標準の内容

が話し合われる。また、日焼け止めの効果を測る試験方法標準は国際標準

化機関(ISO)において標準の内容が話し合われる。OILM も ISO も国際標準

化組織と呼ばれる。このような国際標準化組織において話し合われて、取

り決めが定められ、普及したものが国際標準である。 

国際標準化組織には、国家標準化組織から選出された人でなければ参画

することができない。 
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フォーラム標準  

上述したように、フォーラム標準とは「幾つかの企業が協力して市場を

獲得した標準」のことである。したがって、どこで話し合われたかという

視点でフォーラム標準を見ると「幾つかの企業が集まった会議の場」とい

うことになる。 

社内標準は「一つの企業」であり、国家標準は関連する「全ての企業」が

参画している。これに対しフォーラム標準は、一つでもなく全てでもなく

「幾つかの企業」ということになる。したがって、取り決めの内容に合意

できる企業だけで話し合うということができる。 
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影響の及ぶ範囲 
 

 

 

標準は取り決めなので、誰と誰の取り決めなのか、あるいは、どのよう

な人達の取り決めなのかということにより、標準の影響の及ぶ範囲が定ま

ってくる。 

社内標準  

初めに、影響が及ぶ範囲が狭い標準から説明しよう。最も範囲が狭いの

は社内標準である。社内の中だけの取り決めなので、多くの社内標準は、

一つの企業だけしか影響は及ばない。 

ところが、ネジの標準のように、他社が造る製品に勘合するような製品

標準だと、他社にも影響を及ぼすようになる。加えて、NTTや東京電力な

どのインフラを担う企業の社内標準の場合、インフラを利用している企業

や一般消費者へも影響が及んでしまうこともある。 

国際条約と国際標準  

国際条約は、加盟国に影響を及ぼすため、条約という標準は影響が及ぶ

範囲が広大になる。もちろん、国際条約といっても、加盟国数が多い条約

もあれば、少ない条約もある。非加盟の国には、あまり影響が及ばないの

が国際条約である。 

ところが、国際標準は、参加者を出していない国にも影響を及ぼすこと

がある。直接的に国際標準の影響下にある日本やドイツなどの先進国やブ

ラジルや南アフリカなどの新興国から、直接的には国際標準の影響下にな

い国へ標準化された製品が輸出されるためである。 

Section 5 
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国内法規と国内標準、業界標準  

国内法規と国内標準は、先に述べた国際条約と国際標準と同じような関

係にある。国内法規より国内標準の方が影響の及ぶ範囲が広い場合がある。

特に、米国や中国などの消費国、日本やドイツなどの重要な基幹部品の輸

出国の国内標準は、他の国の国家標準に比べると影響の及ぶ範囲は広くな

る。 

業界標準は影響が及ぶ範囲が狭いものから、国際標準と同じように広い

ものまで、様々である。出版社から町の書店に書籍を配本している流通業

者がある。日本独特の流通システムだから、この業界の標準は国内しか影

響を及ぼさないだろう。一方で、カメラは、ニコンやキヤノンなどの日本

企業のシェアが大きい。したがって、カメラ業界の標準は国際標準と同じ

ように広範囲に影響を及ぼすだろう。 

デファクト・デジュール・フォーラム 

国際標準や業界標準などの、どこで取り決めが話し合われたかによって、

影響が及ぶ範囲が異なることになるが、デジュール標準やフォーラム標準

の、誰と話し合われたかによっても、範囲が異なることになる。 

国際標準と国内標準は、どちらもデジュール標準であるため、範囲が狭

い場合でも一つの国、広い場合は国際条約よりも広範囲に影響が及ぶ。デ

ファクト標準もデジュール標準とほぼ同じ範囲だと考えて良いだろう。 

では、フォーラム標準であるが、広い場合は、デジュール標準やデファ

クト標準と同じ範囲であろう。フォーラム標準であるブルーレイディスク

は、世界的に普及している。すなわち、広い範囲に影響を及ぼしている。

一方、狭い場合は、社内標準より広いが、業界標準よりも狭くなってしま

う。 

  



82 

強制力の強弱 
 

 

 

取り決めたことを、多くの人が従うのか、従わないのか。従えば、取り決

めが普及し標準となる。そして、取り決めに強制力が備わっていれば、普

及が図られるため、標準化は容易に成し遂げられる。強制力が備わってい

なければ、他の手法を取らざるをえない。したがって、標準化には、強制力

という視点も重要となる。 

強制法規  

JIS マークの虚偽表示など悪質な違反をした企業には、1億円以下の罰金

が科せられる。産業標準化法に定められている規定である。このように罰

則規定が設けられている法律は強制力が強いということが解るだろう。 

法律と同じように、条約に定められた内容も加盟国は履行しなければな

らないし、条約に違反した場合は罰則措置が発動される規定となっている。

したがって、条約も強制力は強い。 

デファクト標準と学会標準  

強制力が弱いものとしてはデファクト標準がある。取り決めに従わなか

ったからと言って罰則規定もないし、取り決めが文書化もされていないも

のが多く、且つ、規範としての意味合いも弱いものが多い。 

デファクト標準より少しだけ強制力が強いのが学会標準であろう。学会

標準は、当然ながら罰則規定はないが、論文などとして文書化されており、

学会の中では規範としての意味合いを有しているため、場合によっては、

デファクト標準よりも、少しだけ強制力が強くなる。 

  

Section 6
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フォーラム標準とデジュール標準  

デファクト標準より強制力が強くなるのがフォーラム標準である。取り

決めに対し、フォーラムに参加している企業が合意しているのだから「約

束を守る」という規範としての強制力が生じてくる。 

デジュール標準も取り決めに対し業界全体で合意しているのだから、フ

ォーラム標準と同じように「約束を守る」という規範としての強制力が生

じてくる。ただし、デジュール標準の中でも国家標準に関しては留意が必

要である。上述した罰則規定を設けている法律に、国家標準が引用してあ

る規定がある。すなわち、国家標準に従わなかった場合、法律違反となり

罰則を受けなければならないという法の仕組みになっている。このような

場合は、デジュール標準であっても、法律と同じように強制力は強くなる。 

社内標準  

社内標準の強制力も弱いものが多いが、場合によっては強くなる。例え

ば、勤務規則に従わなければ解雇されるだろうし、社長や部長が定めた規

則ややり方に従わなかったら、給与が減ったり、昇給が抑えられたりする。

従わなくても、このようなことが起きない社内標準もあるが、給与や昇給

に影響してしまう社内標準は、実質的に強制力が強くなる。 
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階層関係 
 

 

 

上記で説明したように、何を取り決めているかという視点で標準を見る

と、基本標準や製品標準、試験方法標準などに分けることができる。この

基本標準は、その名前からしてなんとなく初めに取り決めなければならな

い標準ということが解るだろう。どの標準を先に取り決めなければならな

いか、どの標準の下に取り決められているかなどの、いわゆる階層関係を

見てみよう。 

四つの標準の階層関係  

標準を階層という視点でみると、基本標準と製品標準、試験方法標準、

プロセス標準、この四つを階層に整理することが出来る。基本標準が最も

上位にあり、順に製品標準、試験方法標準、プロセス標準という関係にな

っている。 

基本標準は、用語や記号、単位であったりするので、計量標準も基本標

準に含まれることになる。 

基本標準が対象を特定するので、次に対象に対する測り方、すなわち、

試験方法標準が取り決められる。この試験方法を用いることで値が算出さ

れるため、値を用いながら製品の仕様、すなわち製品標準が取り決められ

る。製品標準が定まったのだから、製品の造り方や管理の仕方などのプロ

セス標準が取り決められる。 
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