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概要 

標準化は準拠製品の普及・産業育成の仕組みだけでなく、国策レベルでも意識されはじめているように、製品戦
略・知財戦略と連携した企業戦略として極めて重要である。 

本講義では、(1)  標準化について、概要と重要性、デジュール・デファクトの標準化プロセス、組織・規約の作り⽅、
ソフトウエア関連の標準団体(ISO/  IETF/ OMG/ OASIS/ W3C/  JCP/ OMA 等)の動向、事業戦略とリンクした標準化戦略
例、(2)  知財については、特許権と著作権の概要・動向と重要性、特許権と著作権を活⽤とした戦略例について論じ
る。また、グループ演習として標準化・知財の動向調査と発表を⾏い標準戦略についての理解を深める。

⽬的・狙い 

標準化・知財戦略に深い理解と応⽤⼒を⾝につけた技術者を育成することを⽬的とし以下のスキルを獲得するこ
とを狙いとする。 

標準化の仕組みと知財戦略とその重要性を理解できる。 

標準化・知財の動向を把握できる。 

標準化・知財を活⽤したビジネスを理解できる。 

標準化・知財の戦略を策定できる。 

修得できる知識単位:   

（A4）K‐04‐13‐02 L4 知的財産適⽤管理（レベル 4） 

（A3）K‐08‐20‐01 L4  技術開発戦略の⽴案（レベル 4） 

（A3）K‐09‐23‐01 L4  知的財産権（レベル 4） 

（A3）K‐09‐23‐03 L3    労働関連・取引関連法規（レベル 4）ソフトウエア関係のみ 

（A3）K‐09‐23‐05 L4    標準化関連 （レベル 4） 

（A2）K‐08‐19‐02  マーケティング （レベル 3）標準化活動の関連するマーケティング 

前提知識 

（履修条件） 
社会常識と IT 業界⼀般知識が必要である。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

標準化・知財を活⽤したビジネスを理解できる。 

標準化・知財の戦略を策定できる。 

最低到達⽬標 

標準化の仕組みと知財戦略とその重要性を理解できる。 

標準化・知財の動向を調査、把握できる。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ○ 

⾦曜⽇の講義（双⽅向・サテライトを開講）は、録画したものを⾃分
のペースで受講することもできる、質問などは LMS ⼜は対⾯講義で受
け付ける。⽔曜⽇の対⾯講義は品川キャンパスで⾏う。グループ演習
の発表の際は対⾯講義とする。 

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○  上記を参照 

実習・演習（個⼈）  ―
実習・演習（グループ）  ○  下記「グループ演習」を参照 

サテライト開講授業 ○  上記を参照 

その他  ―

授業外の学習 

グループ演習 

受講⽣の調査スキルの向上を狙って技術動向調査を 3〜4 名のグループにより⾏う。テーマは、本講義に関連するも
のを複数選択する。例えば、W3C、OMG、Open  API  Initiative などの標準団体の調査等がある。成果を講義中に発表
する。グループ演習の発表の回数は、受講者数によって変更することがある。 

授業の内容 

本講義では、標準化教育プログラム「共通知識編」、「個別技術分野編‐電気/電⼦分野」をもとに、標準化の意義、
標準化の⽅法、⽇本の標準化政策、規格が経済に与える影響、規格の国際市場性、先端技術と標準、ソフトウエア
関連の標準化、標準化のトピックス、標準化と特許権、特許の取得、著作権の具体例や、講師の実体験も含めて深
く説明する。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 
講師紹介、講義の⽬的と 15 回の学習内容を説明し、標準化の意義、標準化の歴史に
ついて概観する。(4/10  ⽔) 

有  対⾯ 

第 2 回  標準化の⽅法・対象・分類、JIS の標準化について説明する。(4/12  ⾦)  有  録画 

第 3 回 
⽇本の標準化政策について国際環境の変化、国際標準化戦略⽬標、第三者認証、⽀
援政策を解説する。グループ演習の課題説明とグループ分けを⾏う。(4/17  ⽔) 

有  対⾯ 

第 4 回 
規格が経済に与える影響について、規格の分類、経済効果、企業戦略について講義
する。(4/19 ⾦) 

有  録画 

第 5 回 
規格の国際市場性について、WTO/TBT 協定、ISO/IEC の取り組み、ウイーン協定とド
レスデン協定を中⼼に講義する。(4/24 ⽔) 

有  対⾯ 

第 6 回 

先端技術の関連した標準化の形態、標準化戦略の変遷、企業の戦略と戦術について
講義する。例として、国際市場性、カード・光ディスク等の事例について講義する。
(4/26 ⾦) 

有  録画 

第 7 回 

ソフトウエア関連の標準化について、OMG、OASIS、Java  Community  Process、W3C

等標準化団体について説明し標準化プロセスについて講義する。ソフトウエアにお
ける戦略例について、GUI、分散システムと Web サービス、スマートフォンについ
て講義し、市場戦略と組み合わせた標準化戦略についても理解を深める。(5/8 ⽔) 

有  対⾯ 

第 8 回 
標準化のトピックスとして、⽂字コード標準、ロボット技術のデファクト標準化を
取り上げ解説する。(5/10 ⾦) 

有  録画 

第 9 回 
特許権とライセンス問題、特許権と国際標準化、企業戦略について講義する。 

(5/15 ⽔) 
有  対⾯ 

第 10 回  特許権の取得のプロセスについて講義する。  (5/17 ⾦)  有  録画 

第 11 回 
グループ演習発表(1)    (回数は受講者の数に依存します)   

グループ演習の発表を⾏う。1 チーム QA を含めて 45 分程度とする。(5/22 ⽔) 
有  対⾯ 

第 12 回 
ソフトウエアの著作権、コンピュータプログラム・データベースの著作物性、デジ
タルコンテンツの著作権、動向等、著作権について講義する。(5/24 ⾦) 

有  録画 

第 13 回 
グループ演習発表(2)  ︓グループ演習の発表を⾏う。1 チーム QA を含めて 45 分程
度とする。(5/29 ⽔) 

有  対⾯ 

第 14 回  総括︓ 本講義を通しての総括を⾏う。  (5/31 ⾦)  有  録画 

第 15 回 
グループ演習発表(3)  ︓グループ演習の発表を⾏う。1 チーム QA を含めて 45 分程
度とする。(6/5 ⽔) 

有  対⾯ 

試験  範囲は講義全体とする。試験の際は、参考資料の持ち込みは不可とする。(6/7 ⾦)  ―  対⾯ 

成績評価  グループ演習 20 点、最終試験  44 点、⼩テスト 36 点として評価する(合計 100 点満点)。 

教科書・教材  LMS で配布する。標準化教育プログラム「共通知識編」、「個別技術分野編‐電気/電⼦分野」を活⽤している。 

参考図書 

産業財産権標準テキスト 経済産業省 無償配布 

国際競争とグローバル・スタンダード」経済産業省標準化経済性研究会編  

国際標準化と事業戦略―⽇本型イノベーションとしての標準化ビジネスモデル  ⼩川  紘⼀ 

ソフトウエアエンジニアリング講座 1  「ソフトウエア⼯学の基礎」 ⽇経 BP 社 




