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序 事業目的 

 

企業が保有する新しい技術や優れた製品を速やかに普及させるツールとし

て、標準化を用いることが有効となる場合がある。しかし、優れた技術や製品

（以下、「製品等」という。）を持つ企業、特に中小企業にあっては、その大

半が標準化というツールを知らずに事業戦略が検討されており、また、仮に事

業戦略に標準化を利用したいと考えていても、標準化に知見のある人材が社内

外にいないために標準化の進め方がわからず諦めてしまうことがあった。ま

た、標準化を行うに当たっては、知的財産も含めた事業戦略を検討することが

有益であることが知られている。経済産業省は、「新市場創造型標準化制度」

や「標準化活用支援パートナーシップ制度」を運用することで地域の中小企業

等による規格開発の後押しを行ってきた。これらの制度を通じて、一定程度、

地域の中小企業等による標準化の事例を創出することができた。他方、地域の

中小企業の標準化活動を拡大させるためには、標準化だけでなく、制定した規

格をどのように事業に活かすかといったビジネス戦略構築する枠組みも必要で

ある。一方で、企業の事業戦略を支援するための専門家においても、標準化を

用いてビジネスの検討を行うことが浸透しておらず、また的確に行える人材が

限られているという課題も見えている。 

 

そこで本事業では、中小企業の標準化を用いた事業戦略を支援するために標

準化に知見のある弁理士や中小企業診断士等の専門家を派遣し、当該企業の保

有する知的財産と連携させた標準化戦略及び製品等の標準化を行うための課題

解決に向けた助言等を行う。 

また、標準化を用いたビジネスの検討をサポートできる人材の育成を目的と

したセミナー及びワークショップを開催する 
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１．事業実施概要 

 

１．１．標準化活用支援 

 
 自社技術の普及・優位性確保を目指す中小企業に対し、標準化活用という視

点から市場展開までの横断的な活用支援により事例創出をすることを目的に、

専門家派遣による伴走支援を実施した。この取組により、知財・標準化を活用

した企業の成功事例の創出及び他地域への積極的な展開を目指すための検討を

実施した。 

 

１．２．セミナー 

 
中小企業支援を展開する弁理士や中小企業診断士等の専門家を対象として、

中小企業が標準化を活用したビジネスを進めていくための支援を実施するスキ

ルを獲得するためのセミナーを開催した。 
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２．事業実施結果 

 

２．１．標準化活用支援 

 
（１）支援対象企業の募集 

 
 自社の強みを、標準化という視点も意識しながら経営へと活用することに対

して、興味や意欲、課題認識等を有する中小企業を対象として、令和 2 年 7 月

1 日～令和 2 年 7 月 31 日の期間で公募を実施した。公募実施に際しては、一

般財団法人日本規格協会の協力を得て、関東経済産業局管内の 1 都 10 県にあ

る標準化パートナー機関に案内を実施する等、広く周知する工夫を施した。 

 
（２）公募実施結果 

 
 公募期間中に、5 社からの応募があり、関東経済産業局と事務局との間で審

議を行い、最終的に関東経済産業局が支援対象として 4 社へ絞り込んだ。絞り

込みに際しては、地域性や事業内容だけでなく、経営者の認識・熱意や技術的

な強み、経営資源・体制等を踏まえて多角的な観点で評価・審議を実施した。 

 
図表 2-1 支援対象企業一覧 

# 企業 業種 

1 A 社 産業用装置製造・販売 

2 B 社 試験機製造・販売 

3 C 社 産業用機器製造、建設現場用機器製造 

4 D 社 産業用装置製造・販売 

 
 
（３）専門家の選定 

 
 各企業に対して、原則 2 名の専門家を配置することとし、当該企業の属性や

標準化活動の進展度合い等を踏まえて専門家を選定した。 
 なお、専門家のうち弁理士については日本弁理士会に対して推薦を要請した

ほか、中小企業診断士については事務局から推薦を行い、最終的に関東経済産

業局が決定した。 
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図表 2-2 選定した専門家 

企業名 専門家 資格 

A 社 
ａ氏 中小企業診断士 

  ｂ氏 弁理士 

B 社 
ｃ氏 中小企業診断士 

ｄ氏 弁理士 

C 社 

ｅ氏 中小企業診断士 

ｆ氏 
弁理士 

中小企業診断士 

D 社 
ｇ氏 弁理士 

ｈ氏 弁理士 

 
 
（４）支援対象企業の現状把握 

 
 支援対象企業に対する標準化活用支援を実施する前に、事務局が各社を訪問

し、現状把握および課題抽出のためのヒアリング調査を実施した。 
 なお、実施にあたっては、事業経営面や知財面も含めて広くヒアリングを行

い、実施結果については 3C 分析および SWOT 分析のフレームワークを活用し

て整理した。 

 
【現状把握を目的としたヒアリング項目】 

（１）貴社の事業概要 
①主要な事業の内容について 

 
（２）今後の事業目標について 
①今回のお取組み（標準化活用）を通じて目指していきたいとお考えになっ

ている姿 
②上記に対して、現在取り組まれていること 
③上記に対して、現在認識されている課題 

 
（３）事業環境について 
①今回対象とする市場の動向（市場動向そのものだけでなく、貴社にとって

有利に働く市場変化や、貴社にとって脅威となるような市場変化も含む）に

対するご認識や、想定されている顧客のニーズ（特に技術・性能・品質面で
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のニーズの有無） 
②当該市場に関係する法規制等の有無 
③競合と認識している企業の有無（有の場合は、その特徴と競合との関係

性） 

  
（４）貴社について 
①競合と比べて、自社が優位性を持っていると認識している強み 
②その強みを通じて、市場・顧客に対して提供できる価値（顧客から評価さ

れているポイント） 
③その強みを創出できる貴社の体制（貴社内部だけでなく、外部（大学や公

設試、学会、業界団体等との連携含む）とのネットワークも含む） 
④競合の方が優位性を持っている部分 
⑤知財活動の実施状況（特許出願に関する取組、社内の知財体制、知財教育

実施状況等） 

 
（５）対外的な PR 活動について 
①自社の強み・魅力を、どのような方法で対外的に PR しているか 

 
（５）取組方針の作成 

 
 現状把握結果および 3C 分析や SWOT 分析等に基づく課題抽出結果をもと

に、各企業に関する取組方針を作成した。 
 なお、支援に先立ち、取組方針の案を作成したタイミングで、選定した専門

家と協議し、支援の方向性に関するすり合わせを実施した。 
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（６）支援の実施 

 
①支援結果の全体整理 
 今回対象となった 4 社について、「事業環境の整理」「標準化活用可能性の検

討」「標準化活用を前提とした具体討議」「日本規格協会へのアプローチ」「新

市場創造型標準化制度への応募」というプロセスに区切ったうえで、支援でカ

バーした部分を整理すると以下のようになった。 

 

 

 
②支援結果の評価 
 今回対象とした 4 社において、到達点は様々ではあるが、いずれの企業にお

いても「標準化活用」というキーワードを含めた事業上の進展へとつなげるこ

とができた。 
 特に D 社については、本事業での支援実施前から標準化活用を視野に入れた

検討を進めていたこともあり、今回の支援を通じて標準規格の素案策定にまで

至ることができた。 
 また、それ以外の 3 社については、本事業の支援で初めて標準化活用を視野

に入れた検討を進めることになったため、標準規格の素案策定にまでは至って

いないものの、各社が今後目指している事業を進めていく際に標準化活用とい

う手段を取り入れられる可能性やパターン、タイミングについての整理を実施

することができた。 

 

事業環境の整理 標準化活⽤可能性の
検討

標準化活⽤を前提とした
具体討議

⽇本規格協会への
アプローチ

新市場創造型
標準化制度への応募

A社

B社

C社

D社

• 標準化活⽤可能性はある
が、事業⾯の取組を優先す
るべき（また、技術分野が
国⼟交通省寄り）

• 規格原案の素案となるたた
き台レベルまでは策定完了

• 知財⾯からは再精査が必要

• 進出を考えている海外市場
における制約や有効なルー
ト等に関する検討・整理が
必要

• 新市場応募を⽬
指した協議を開始

• 標準化活⽤可能性はある
が、既存技術とのすみ分け
を明確化することが必要

• 新技術に対する、将来的な
市場の範囲やニーズ、市場
成⻑性の具体化が必要

• 標準化の有効性を整理し、
協⼒できるパートナーを増や
していくことが必要

• 対象となる市場における、環
境や成⻑性の整理が必要

• 規格原案の素案となるたた
き台レベルまでは策定完了

• 関連団体との協議が必要

• 標準化技術に関係する企
業・団体へのアプローチ⽅法
について検討を実施

• 新市場応募を⽬
指した協議を開始

• 新市場応募を⽬
指した協議を開始
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③課題 
 今回の 4 社に対する支援を通じて浮かび上がった課題として、少なくとも大

きく「事業支援のあり方」「知財面の検討」「既存団体や対象製品・技術の所管

に関する整理」があげられる。 

 
【事業支援のあり方】 
 今回、理想的なステップとしては、中小企業診断士と弁理士が協働し、以下

の図表に示すプロセスで進めていくことを想定していた。 

 
図表 標準化活用支援の理想的なステップ 

 
 この中で、特に①事業環境の分析について、既に十分自社で検討できている

場合には、このステップ通り円滑に進めていくことも可能であると思われる一

方で、現実的には①の段階が不十分である中小企業が多い。①について、標準

化活用の対象になりそうな中小企業のパターンとして「素晴らしい技術・製品

を開発したが、なかなか売りにつながらない／売り方がわからない」というケ

ースが多いと想定されるところ、この部分での検討に時間を要してしまう事例

が多くなる。 
 一方で、標準化を事業に活かすという大目的と照らし合わせると、このフェ

ーズでの検討・支援が非常に重要であることは否めず、現実的には①の検討を

しながら、②以降の検討を並行して進めていくことになるであろう。 
 また、先に記載した「素晴らしい技術・製品を開発したが、なかなか売りに

つながらない／売り方がわからない」という課題は、基本的にマーケティング

あるいはブランディングの問題として整理される部分であるため、当該分野に

明るい専門家を採用することも、今後支援の成果を高める上で重要な視点とな

事業環境の分析
今後の事業戦略
としての標準化
活⽤可能性に
関する討議

企業が有する
技術の具体確認

および
標準化活⽤⽅針

の検討

今後の取組⽅針
確認

• 事前整理結果をベース
にして、市場および競
合に関する具体的な整
理や、現状取り得る打
ち⼿等に関する討議を
実施【中⼩企業診断⼠
が主として実施】

• 左記を踏まえて、今後
の事業戦略に関する⽅
針を確認し、現在有し
ている技術・製品に対
して、標準化という
ツールをどの程度効果
的に活⽤できそうかと
いう視点で討議【弁理
⼠と中⼩企業診断⼠の
双⽅が主として実施】

• 左記⽅針にしたがい、
現在貴社が有する技術
を詳細に分析し、具体
的に技術のどの部分に
対して標準化を活⽤す
ることができそうか、
という視点で検討【弁
理⼠が主として実施】

• ４回の⽀援を通じて進
展したポイントと、今
後取り組むべき課題及
び対応⽅針等について
総合的に取りまとめ
【弁理⼠と中⼩企業診
断⼠の双⽅が主として
実施】

１ ２ ３ ４
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ってくると思われる。 

 
【知財面の検討】 
 上記ステップの特に②③に関連してくるところであるが、知財面での検討に

不足がある中小企業が現実として多い。例えば「知的財産と見なせるような技

術・ノウハウはないと思い込んでいる」「特許については意識しているが、意

匠等の側面からはあまり意識できていない」「ノウハウとして秘匿するための

取組が手薄である」等の現状が散見されたところであり、標準化活用とあわせ

て、やはり改めて知財面からの見直しが相当必要であることが示唆された。 
 この点は、弁理士の役割が大きいが、上記ステップ①で事業面からの検討を

して、②の標準化活用可能性の検討へと移行する際に、改めて知財面からの点

検を必須事項として組み込んでおかないと、後で事業上のリスクとなってしま

う恐れがある。 

 
【既存団体や対象製品・技術の所管に関する整理】 
 これは支援側でコントロールしにくい部分もあるが、標準化の検討が具体化

してきた際には点検しておくべきポイントであろう。 
 既存団体が近接した分野での標準化に取り組んでいる場合に、それとは異な

るストーリーでステークホルダーの共感を得られないと、新市場創造型標準化

制度を活用して自社主導で進めていくのは難しくなるため、支援序盤でその点

の整理を実施できることが望ましい。また当該分野での国際標準化の動向につ

いても留意する必要性が場合によっては有る。 
 また、製品・技術分野の所管についても同様に整理を早めに実施しておくこ

とが必要であり、特に医療関係や建設関係の技術が対象になる場合には、新市

場創造型標準化制度で進められる可能性の可否等を支援序盤で検討した上で支

援を展開する必要がある。 

 
④各社の取組概要 
＜A 社＞ 

特徴 

 （自社）特許権を取得した独自技術があり、他社が一

朝一夕には真似できないレベルの技術を搭載した製品

群を保有している。また、長年の納入実績もある。 
 （競合）複数の競合が同様の機器を製造販売してい

る。当社の方が性能で優れていると思われるが、具体

的な比較はできていない。 
 （市場）当該技術の関連分野は急速な市場発展を見せ
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ており、数年後には 5,000 億円以上の市場になるとの

推計もある。 

知的財産 
保有権利：特許権、商標権 
ノウハウ等：製造技術 

取組目標 
標準化の内容及び活用の方策について、具体的な検討を

実施し、今後の標準化を活用したビジネス実現に向けた

アクションプランを作成する 

抽出された課題 
 事業戦略の整理（市場環境等） 
 知財面からの手当ての不足 

実施した支援 

 自社技術の優位性を整理し、ビジネスに対して標準化

がどのように効くのかを検討した 
 自社技術の開放や、特許化による保護強化等、知財面

を含めた検討を実施した 
 当該分野におけるキープレーヤの整理を行い、今後標

準化を目指す場合にどのようなルートで実施していく

かを検討した 
 日本規格協会も交えて標準化活用の方向性について検

討した 

成果 

 ビジネスにおける事業環境や標準化にあたってのポイ

ントの整理ができた 
 標準化を活用したビジネスを想定した場合に、知財面

から手当しておくべきポイントを精査できた 
 日本規格協会との接点を作り、今後の見極めに向けた

接続を行うことができた 

 
＜B 社＞ 

特徴 

（自社）従来は測定できなかった材料についても、測定

できるポータブルな試験機を開発。 
（競合）従来型の試験機は基本特許が切れており、安

価な製品も含めて競合が参入してきている 
（市場）これまでに引き合いのあった業界以外でも応用

可能なものであり、既に他業界からも引き合いがき始め

ている。また、公設試や企業の研究所等からも引き合い

はあるが、試験機という性質上、基準を求められてい

る。 
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知的財産 
保有権利：特許権 
ノウハウ等：製造・測定技術 

取組目標 
硬さ試験機の売上拡大のため、まず製品の販売戦略の全

体像を明確化し、その戦略の一要素として標準化を位置

づけ、どのような標準化をしていくかの検討を行う 

抽出された課題 
 事業戦略の不足（特に販売戦略） 
 当硬さ試験機のニーズの明確化 
 明確な顧客の要求事項の確認 

実施した支援 

 当社のビジネスモデルを確認しながら、当社の売り上

げ拡大に資する基本戦略・方向性を整理した 
 今後、特にターゲットとして注力していく市場を精査

した 
 上記に貢献することができる標準規格のあり方につい

て検討を実施した 

成果 

 市場拡大・売上拡大に向けた方向性を整理することが

できた 
 標準化に取り組んでいく際に対象とする規格の範囲等

についてもイメージのすり合わせを実施できた 

 
＜C 社＞ 

特徴 

 （自社）建設現場における工法の特許を取得してお

り、当該工法については当社が先導している状況とな

っている。また、共同開発にも取り組む等、一定の外

部ネットワークも保有している。 
 （競合）国内ではまだ他の工法が主流であるが、環境

負荷や作業性等の観点で当社工法に優位性がある。ま

た、海外に目を向けると、また別の工法が主流になっ

ているのが現状である。 
 （市場）国内では着実に導入が進んできている。海外

では、建設工事需要の高まりを見せる国もある。 

知的財産 
保有権利：特許権、意匠権、商標権 
ノウハウ等：製造技術、業界知見、ネットワーク 

取組目標 
海外展開も見据えた工法に関する事業戦略を強化するた

めに、標準化活用可能性を探る 

抽出された課題 
 海外展開に際しての各種制約 
 海外展開に際しての障壁を突破するための手段につい
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て整理しきれていない 

実施した支援 

 海外市場に関する事業環境の整理 
 当該工法と他手法の比較・優位性検討 
 標準化活用が機能し得るパターンの整理 
 事業展開ロードマップ策定上の論点整理 

成果 

 事業戦略検討に資する情報整理 
 事業戦略として今後取り組むべき論点の明確化 
 標準化活用のパターンと、その検討に着手するタイミ

ングの具体化 

 
＜D 社＞ 

特徴 

 （自社）自社でも技術開発できる能力を有している

が、今回検討の対象となる製品については基本的に海

外企業が製造するもので、当社と独占契約を締結して

いる。また、当該分野に明るい専門家との強固なネッ

トワークを有している。標準化活用については、前年

度より検討・取組を途中まで進めている状況である。 
 （競合）類似製品を製造できる競合企業は複数存在し

ている。ただし、当社が扱う製品の技術・性能レベル

にまで達している競合製品はない。 
 （市場）人手不足やコロナ禍における 3 密回避等の社

会動向を受けて、当社製品に対する需要は高まること

が見込まれる。 

知的財産 
保有権利：特許権、意匠権、商標権 
ノウハウ等：製造技術、ネットワーク、顧客からの評価 

取組目標 
標準化活用に向けた事前検討は着手しているところであ

り、具体的な規格案の検討やその他知財面等からの補強

検討を進める 

抽出された課題 

 具体的な標準規格策定の経験がなく客観的・専門的な

意見を取り入れて進める必要がある 
 知財面からの手当てについて不安がある 
 新市場創造型標準化制度活用に向けたストーリー作り

に着手できていない 

実施した支援 
 当社にとっての事業性を意識した規格内容の具体検討 
 知財手当を行うべきポイントの検討 
 日本規格協会を交えた討議の実施 
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 標準化活用に資する取組ストーリー構築に有効な要素

の検討 
 他社知財情報の分析支援 

成果 

 標準規格の素案を作成 
 特許だけでなく意匠やノウハウも含めた視点で知財手

当の必要な部分を整理 
 新市場創造型標準化制度の申請に向けた PR ポイントを

整理 
 知財情報分析を実践できるようになるための基礎知識

習得 
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２．２．セミナー 

 
（１）開催企画 

 
 セミナー開催に際して、そのコンセプトを「中小企業が標準化も活用しなが

らさらに成長するために、地域の専門家と支援機関が「標準化」という視点で

連携するための知識・スキル獲得を促進する」と設定して企画を実施した。 
 当該コンセプトに基づき、セミナー全体を以下のような構成で設定した。 
 なお、新型コロナウイルスの影響を鑑みて、1 日目と 2 日目については、

WEB 会議形式で実施することとし、3 日目のワークショップは関東経済産業

局内の会議室を利用し、感染対策を十分に施したうえで開催した。 

 
＜1 日目＞ 

日時 2020 年 11 月 30 日（月） 13：30～16：50 

場所 WEB 形式（Microsoft Teams） 

内容 ・標準化の概要＜関東経済産業局＞ 

・経済産業省の支援策＜関東経済産業局＞ 

・実践企業による事例紹介１＜株式会社 mil-kin＞ 

・実践企業による事例紹介２＜株式会社ベテル＞ 

・実践企業による事例紹介３＜株式会社田中電気研究所＞ 

 
＜2 日目＞ 

日時 2020 年 12 月 7 日（月） 13：30～17：30 

場所 WEB 形式（Microsoft Teams） 

内容 ・標準化をビジネスで用いるための戦略＜市川ルミ弁理士＞ 

・標準化をビジネスで用いるためのセオリー＜事務局＞ 

・事例分析を通じたセオリーの解説＜事務局＞ 

・中小企業が標準化を実施する際の注意点＜市川ルミ弁理士＞ 

 
＜3 日目＞ 

日時 2020 年 12 月 17 日（木） 13：30～16：30 

場所 関東経済産業局内 8 階会議室 

内容 ・ワークショップ（仮想事例をもとにした支援検討） 
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（２）受講者の募集 

 
 受講者については、「中小企業支援に関する実績もしくは知見を十分に有し

ていること」「標準化活用に関する知識・スキルを身につけて、今後の中小企

業支援へ役立てる意欲があること」という要件を満たす専門家（弁理士、中小

企業診断士等）を中心に募集した。 
 弁理士については、日本弁理士会を通じて上記要件を満たす者を募集し、中

小企業診断士については中小企業診断士協会等を通じて募集し、合計で 11 名

が受講者として集まった（弁理士：6 名、中小企業診断士：4 名、中小企業支

援機関支援担当者：1 名）。 
 また、中長期的な目線で地域を起点とした標準化活用支援を展開していくた

めには、専門家だけではなくパートナー機関の意識向上も欠かせない視点であ

るため、パートナー機関に対してもオブザーバとしての参加を広く呼びかけ

た。 
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（３）開催結果 

 
 1 日目と 2 日目については、前述のとおり WEB 会議形式で実施した。3 日

目のワークショップについては、関東経済産業局内会議室を利用して、十分な

感染対策を施したうえで実施した。 
 ワークショップについては、仮想事例をもとにした支援計画を検討するため

に、2 つのグループに分けて討議を実施した。 

 
図表 受講者がワークに取り組む様子 

 
 
 

図表 グループで検討した結果の発表 
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図表 グループ A の検討結果 

 
 

図表 グループ B の検討結果 
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 受講者およびオブザーバに対しては、全ての内容が終了後に本セミナーの感

想等を把握するためのアンケート調査を実施した。以下、当該アンケート調査

の結果を記載する。 

 
①-1：内容に対する満足度【全体】 
 受講者・オブザーバのうち 78%が「大変参考になった」、22%が「参考にな

った」と回答しており、全体としては高い満足度が得られている。 
 個別の内容ごとに見ると、特に「事例紹介（mil-kin）」と「中小企業が標準

化を実施する際の注意点」については高い満足度が得られている一方で、「標

準化をビジネスで用いるための戦略」については 50%が「大変参考になった」

と回答してはいるが、相対的には低い満足度であったことがわかる。 

 
図表 受講内容に対する満足度【全体】 

 

  

78%

33%
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67%

67%

72%

50%

61%

61%

72%
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22%

56%

78%

33%

33%

28%

44%

39%

39%

28%

42%

6%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総合満⾜度

①標準化の概要

②経済産業省の⽀援策

③事例紹介︓⽥中電気研究所

④事例紹介︓ベテル

⑤事例紹介︓mil-kin

⑥標準化をビジネスで⽤いるための戦略

⑦標準化をビジネスで⽤いるためのセオリー

⑧事例分析を⽤いたセオリーの解説

⑨中⼩企業が標準化を実施する際の注意点

⑩ワークショップ

⼤変参考になった 参考になった どちらでもない あまり参考にならなかった 参考にならなかった n=18
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①-2：内容に対する満足度【受講者】 
 前記の結果について、受講者（弁理士・中小企業診断士等）のみに絞ると、

91%が「大変参考になった」、9%が「参考になった」と回答しており、全体と

してはかなり高い満足度が得られている。 
 個別の内容ごとに見ると、「事例紹介」や「標準化をビジネスで用いるため

のセオリー」「中小企業が標準化を実施する際の注意点」「ワークショップ」

等、比較的新規な内容に対して高い評価が寄せられていた一方で、「標準化の

概要」や「経済産業省の支援策」等、一般的な内容については相対的に高くな

い評価となった。 

 
図表 受講内容に対する満足度【受講者】 

 
 
  

91%

27%

27%

82%

82%

91%

45%

64%

55%

73%

64%

9%

55%

73%

18%

18%

9%

45%

36%

45%

27%

36%

9%

9%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総合満⾜度
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⑤事例紹介︓mil-kin

⑥標準化をビジネスで⽤いるための戦略

⑦標準化をビジネスで⽤いるためのセオリー

⑧事例分析を⽤いたセオリーの解説

⑨中⼩企業が標準化を実施する際の注意点

⑩ワークショップ

⼤変参考になった 参考になった どちらでもない あまり参考にならなかった 参考にならなかった n=11
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①-3：内容に対する満足度【オブザーバ】 
 前記の結果について、オブザーバのみに絞ると、57%が「大変参考になっ

た」、43%が「参考になった」と回答しており、全体としては概ね高い満足度

が得られている。 
 個別の内容ごとに見ると、「標準化をビジネスで用いるための戦略」「標準化

をビジネスで用いるためのセオリー」「事例分析を用いたセオリーの解説」「中

小企業が標準化を実施する際の注意点」等が相対的に高い評価となっている。 

 
図表 受講内容に対する満足度【オブザーバ】 

 
  

57%

43%

14%

43%

43%

43%

57%

57%

71%

71%

0%

43%

57%

86%

57%

57%

57%

43%

43%

29%

29%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総合満⾜度

①標準化の概要

②経済産業省の⽀援策
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⑦標準化をビジネスで⽤いるためのセオリー

⑧事例分析を⽤いたセオリーの解説

⑨中⼩企業が標準化を実施する際の注意点

⑩ワークショップ

⼤変参考になった 参考になった どちらでもない あまり参考にならなかった 参考にならなかった n=7
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②-1：セミナーを通じて得られた知見等【全体】 
 受講者・オブザーバのうち 89%が「中小企業が標準化を活用する際に支援す

べき点や留意すべき点を把握できた」と回答している。 
 全体としては、標準化の基礎知識や中小企業における標準化活用イメージ等

の把握につながったことが示唆されているところであるが、具体的な支援手法

や国の制度等については、相対的に理解度が低くなっている。 

 
図表 セミナーを通じて得られた知見等【全体】 
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その他

n=18
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②-2：セミナーを通じて得られた知見等【受講者】 
 受講者・オブザーバのうち 91%が「中小企業が標準化を活用する際に支援す

べき点や留意すべき点を把握できた」と回答している。 
 また、標準化に関する基礎知識やビジネスへの活用イメージ、支援イメージ

についても概ね高い理解度が得られているが、国の制度等については相対的に

理解度が低くなっている。 

 
図表 セミナーを通じて得られた知見等【受講者】 
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②-3：セミナーを通じて得られた知見等【オブザーバ】 
 受講者・オブザーバのうち 86%が「中小企業が標準化を活用する際に支援す

べき点や留意すべき点を把握できた」と回答している。 
 また、標準化のビジネスへの活用イメージについても概ね高い理解度が得ら

れているが、国の制度等については相対的に理解度が低くなっている。 
 その他の回答として、「事例紹介を通して、標準化が中小企業においてどの

ように役に立つのか理解できた。また、パートナー機関として支援する際に注

意すべき点も把握することができた。」というコメントも得られている。 

 
図表 セミナーを通じて得られた知見等【オブザーバ】 
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③：本講座に期待していたがあまり情報を得られなかった内容 
 本講座に期待していたが、あまり情報を得られなかった内容として、大きく

「専門家の動き方」と「標準化に取り組む際の具体情報」に関する指摘があっ

た。 
 特に後者については、中小企業が取り組む際の具体的なコスト・労力や、具

体的なメリットの明示がなされているとさらにイメージしやすくなるという趣

旨のコメントが複数あがっていた。 

 
図表 参加者の意見 

分類 具体的なコメント 

専門家の動き方 

標準化ビジネスアドバイザーに対する、具体的なバックヤード支

援策/マイルストーン等（顧客/金融機関紹介、来年度の具体的支

援策等々） 

今後、どのように関わっていけばよいのか、行政とどのように連

携していけば良いのかについて、がよくわからなかったです。今

後の情報提供に期待しております。 

標準化に取り組む

際の具体情報 

標準化を行うにあたって必要となるコストの具体的な情報や、標

準化の成功事例で享受できたメリットの具体的情報（宣伝効果や

市場拡大等の机上の情報はあったが、利益や売上の上昇など数値

で見られる客観的なメリットの情報）がなかった。 

経営支援の一環として標準化を取り入れていくスキーム 

中小企業 1 社レベルで標準化に取り組むコストや労力、リスクを

超えたメリット 

今回のセミナーは、いろいろと参考になり、大変よかったと思っ

ています。 

今後、もし第 2 弾を企画されるようであれば、具体的な標準化の

プロセス（例えば、性能評価のバリデーション等）や、実際支援

に関われる日本規格協会様のお話も聞いてみたいようにも思い

ます。 

また、JIS 化した成果物だけ見ると、数ページにまとめられてい

ますが、それまでのご苦労なども相当なものではないかと推察致

します。営業ツールの側面から、どのように企業名が掲載されて

いるのか、JIS 規格の冊子の現物も見てみたかったと思いまし

た。 
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④：今後情報提供を期待する内容 
 今後情報提供を期待する内容として、引き続き標準化に関するセミナーの開

催を期待する声が多く、全体の 72%を占めていた。 
 また、特に受講者については、標準化支援事業に関する専門家募集の案内を

希望する者が多く、82%がそのように回答していた。 

 
図表 今後情報提供を期待する内容【全体】 

 
 

図表 今後情報提供を期待する内容【受講者】 

 
 

図表 今後情報提供を期待する内容【オブザーバ】 
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⑤：その他の意見 
 その他の意見として、大きく「様々な専門家との交流ができてよかった」と

いう意見や、「中小企業支援としてのイメージがわいた」という意見が得られ

た。 

 
図表 今後情報提供を期待する内容【全体】 

分類 具体的なコメント 

様々な専門家との

交流ができてよか

った 

今回、受講させて頂いたことをとても感謝しております。講義を

受けるだけでなく、ワークショップにて複数の専門家の方々と意

見交換ができたことはよかったと思います。 

今後、標準化ビジネスアドバイザーの役割をもう少し具体化した

り細分化したりして、より中小企業の発展に貢献できるようプロ

ファイルしてもいいような感じもしました。 

中小企業支援とし

てのイメージがわ

いた 

これまでは弁理士が標準化にどのように関与できるのか、また、

中小企業と標準化の関わりのイメージがわいていませんでした

が、「オープン」「クローズ」の戦略に使えるツールの１つである、

ということがよく理解できました。クライアントで実践できるも

のがあれば、積極的に話をしていきたいと思います。 

事例分析が具体的であり、事業者の技術を標準化するに当たって

の問題点、クリアーすべき点への理解を深めることが出来まし

た。 

ワークショップの例題が、営業で会社訪問したら社長に「こんな

新商品ができたけどどう思う？」と聞かれた時のようで、標準化

以前に何を目的に社長はこれを作ったのかと悩んでいるのが身

近に感じました。その後具体的方策にもっていけるのはさすがだ

と思いました。 

その他 

３日の講習はとても参考になりました。ありがとうございまし

た。今後のハンズオン支援などでどのように活動していくと良い

のか、について、引き続き情報をいただければ幸いです。 

農林水産関係の仕事をしており、取り扱う物資が異なりますが、

共通する部分もありますので、参考になりました。 
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４．まとめ 

 

４．１．本事業実施に関する評価・示唆 

 
（１）標準化活用支援 

 
 本事業では、関東経済産業局管内の中小企業 4 社に対して標準化活用支援を

実施した。 
 全体の評価としては、いずれの企業においても、主となる事業を今後展開し

ていくにあたり、標準化活用を念頭に置いた方向性を新たな視点として取り入

れることができ、その点では一定の成果と見なすことができる。 
 個別の評価としては、再掲となるが主に以下の点が成果としてあげられる。 
 ビジネスにおける事業環境や標準化にあたってのポイントの整理ができた 
 標準化を検討する製品における市場拡大・売上拡大に向けた方向性を整理す

ることができた 
 事業戦略検討に関する情報整理、論点の明確化（標準化を含む）ができた 
 標準規格の素案を作成できた 
 特許だけでなく意匠やノウハウも含めた視点で知財手当の必要な部分を整理

できた 

 
（２）セミナー 

 
 前述したアンケート結果のとおり、受講者からは高い評価が得られており、

一定の成果はあったものと見なすことができるであろう。 
 全体的な満足度が高かったことはもちろんであるが、特に中小企業が標準化

活用を進めるに際してのポイントを理解できたと回答した専門家が多かったこ

とから、一定の目的を達成できたものと捉えられる。 
 また、ワークショップを通じて他の専門家の考え方を知ることができ、その

プロセスを通じて中小企業が標準化をビジネスに活用するイメージを具体的に

持つことができたのも一つの成果と見なせるであろう。 
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４．２．今後に向けての検討課題 

 
（１）標準化活用支援 

 
 前述の通り、少なくとも「事業支援のあり方」「知財面の検討」「既存団体や

対象製品・技術の所管に関する整理」の 3 点については、今後さらに標準化活

用支援の制度を高めていくために検討すべき課題であると思われる。 
 特に、事業支援のあり方という点については、標準化活用が、マーケティン

グやブランディングという事業課題との親和性も高いことから、この点に関す

る現状を、支援前にある程度把握できると、事業支援をスムーズに進められる

可能性がある。また、支援に際しては、中小企業診断士の中でも、特にマーケ

ティングやブランディングに強い専門家を採用できると、より高い効果を望む

ことができる。 
 知財面の検討についても前述の通りであるが、中小企業を対象とする以上、

やはり知財面の手当ては漏れがあるものとして支援に臨む方が適切であり、今

後は特に弁理士に対して、知財 MIX（特許・意匠・商標）や営業秘密管理の視

点から網羅的に点検するプロセスを必須で組み込んでおくべきであろう。 
 既存団体や対象製品・技術の所管に関する整理についても、支援上は留意し

ておかなければならない点であり、支援開始前もしくは支援対象として採択す

る前にやはり入念に精査しておくべき点であろう。これに関連し、対象製品に

係る既存規格（JIS）の「原案作成団体」や「適用範囲」などを可能な範囲で

おさえて支援に臨むことが肝要である。 
 このような課題への改善策を実践していく前提として、母集団としての企業

数を確保できないと選定・絞り込みができないので、支援対象候補となる中小

企業の拡充・増加が望まれるところである。この点、今回セミナーにはオブザ

ーバとしてパートナー機関の参加も募ったところであり、そのパートナー機関

を通じて支援対象企業を発掘することも一案である。また、支援対象企業の発

掘に際して、改めてパートナー機関向けのセミナー・勉強会等を開催し、「ど

のような企業が対象として適切か」という視点を持ってもらうことが重要であ

ろう。 

 
（２）セミナー（人材育成） 

 
 まず、前述のとおり弁理士や中小企業診断士等の専門家に、今後の中小企業

支援に際して標準化活用という視点を持ってもらえた点は成果である。検出さ



28 
 

れた課題は複数あるが、例として標準化ビジネスアドバイザーの位置づけをよ

り明確にすることや、ワークショップでの条件設定の改善（企業の課題抽出か

ら標準化可能性検討までの流れの中で、特に前段の課題抽出に関しては中小企

業診断士等から設計時に助言を請う、など）が図られると、より有効なセミナ

ーになると思料する。 
 今後必要な点としては、今回知見・スキルを獲得してもらった専門家が実践

を積んでさらにスキルアップする機会を創出することである。次年度以降も継

続的に本事業のような支援事業がある場合には、そこに専門家として活躍して

もらうか、もしくはオブザーバとして同席してもらいながら現場を経験するよ

うな仕掛けづくりが有効であろう。アンケート結果でも、今後専門家が具体的

にどのように動いていくべきかという点でまだイメージできない部分があると

いう声もあったところ、現場を経験する機会を設けていくことは重要であろ

う。 
 また、今回のセミナーで、中小企業支援における標準化活用のイメージをあ

る程度持ってもらえたからこそではあるが、実際に要するコスト・人的負担や

経済的なメリット等、具体論にまで踏み込んで把握したいというニーズが出て

きたことを、アンケートからも把握できたところである。一定程度、経験を積

んだ専門家を対象として、より具体論としての知見・スキル獲得をできる機会

創出も今後は必要になってくると思われる。こうした知見・スキルの獲得に

は、実務経験が豊富な日本規格協会等を講師に招くなどし、専門家にはイメー

ジをより具体化してもらうことも肝要と思料する。 
こうした専門家向けにビジネス視点もしっかり盛り込んだ標準化活用に係る

セミナーはこれまでに例がなく、アンケート結果からも課題が検出されたとこ

ろであるが、こうした取組が今後も継続して実施されることで、中小企業の標

準化活用を支援する土壌が形成されていくものと期待される。 

 


