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JASPAR 

規格文書等管理規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本規程は、JASPAR規格文書（ないしは、「JASPAR規格」という。以下同様。）及び JASPAR 

技術文書の制定、改正又は廃止（以下、「制定等」という。）について必要な事項を定め、一般社 

団法人 JASPARの目的とする適正な規格文書等の制定及び活用を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は次の通りとする。 

（１） JASPAR規格文書   

   与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に，共通的に繰り返して使用する

ために，活動又はその結果に関する規則，指針又は特性を規定する文書をいう。 

 （２） JASPAR技術文書 

   JASPAR 会員に技術情報を提供することを目的として作成された文書であって、前号の定義

に該当しないものをいう。 

 （３） 公開 

   文書をインターネット等の手段を用いて、会員以外に対しても広く提供することをいう。 

 （４） 開示 

   文書を会員に対してのみ提供することをいう。 

 （５） ＲＦ条件 

   知的財産管理規程第５条第１号に規定する実施許諾条件 

 （６） ＲＡＮＤ条件 

   知的財産管理規程第５条第２号に規定する実施許諾条件 

 

（要件） 

第３条 JASPAR規格文書は、下記の要件を備えなければならない。 

（１）  「規格の種類」のいずれかに該当すること 

文書の内容が別表１（規格の種類）のいずれかに該当すること。 

（２）  規格とすることの妥当性があると認められること 

文書の内容が別表２（規格とすることの妥当性の判断基準）の１のいずれかに該当し、かつ、２

のいずれにも該当しない場合、JASPAR 規格として定めるに足る内容を確保しているものと判

断する。 

（３）  必須特許に関する確認が行われていること 
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JASPAR 規格文書に含まれる技術に関し、会員が必須特許を有する場合には、当該会員より、

ＲＦないしＲＡＮＤ条件で実施許諾する旨の確認が得られていなければならない。 

（４） 所定の要領で作成されていること 

   文書は、「JASPAR規格文書等作成要領」に基づいて作成されることが望ましい。 

２ JASPAR技術文書は、下記の要件を備えなければならない。 

（１） 有益な技術情報であること 

   文書に記載された技術情報は、JASPAR の理念に合致し、かつ会員にとって有益なものでな

ければならない。 

（２） 会員への開示を目的としたものであること 

文書は、会員に対して開示することを目的としたものでなければならない。ただし、ＷＧの合意

の上、運営委員会が承認した場合には公開することもありうるものとする。 

（３） 所定の要領で作成されていること  

文書は、「JASPAR規格文書等作成要領」に基づいて作成されていることが望ましい。 

 

（公開の原則） 

第４条 JASPAR規格文書は公開するものとする。 

 

第２章 ＪASPAR規格文書の制定手順 

 

 （JASPAR規格文書の制定フロー） 

第５条 JASPAR規格文書の制定フローは、別表３－１の通りとする。 

 

（発意） 

第６条 JASPAR規格文書の作成は、ＷＧにおける発意で行われる他、運営委員会からＷＧへの 

 指示によって行われるものとする。  

 

 （「JASPAR規格原案作成に係る事前調査表」の作成） 

第７条 ＷＧは、JASPAR規格文書の作成に当たっては、下記の内容を含む「JASPAR規格原案作 

成に係る事前調査表」（以下、「規格原案事前調査表」という。）（様式 4301）を作成して、これを 

事務局に提出し、事務局の承認を得ることとする。 

（１）  公開を前提とする規格文書であることの確認 

（２）  規格原案の名称 

（３）  制定、改正、廃止の別 

（４）  制定等の理由及び期待効果 

（５）  制定等の概要 

（６）  規格とすることの妥当性 
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（７）  規格原案作成期間（予定） 

 

 （「規格原案事前調査表」の審査） 

第８条 事務局は、受領した「規格原案事前調査表」について、下記の審査を行い、不適合と判断 

した場合にはＷＧに修正ないし技術文書への変更の指示を行い、適合した場合には承認を与 

え、仮規格番号の附番、管理台帳への記載を行った後、その結果を運営委員会に報告する。 

（１）  作成を企図する JASPAR 規格文書が、第２条第１号の JASPAR 規格文書の定義に適合し

ていること。 

（２）  作成を企図する JASPAR規格文書が、第３条第１項第１、２号の JASPAR規格文書の要件

に適合していること。 

（３）  「規格原案事前調査表」が正しく記載されていること。 

 

 （ＷＧメンバーの募集） 

第９条 事務局は、「規格原案事前調査表」を提出したＷＧについて、新たにそのメンバーとして当 

該 JASPAR 規格原案の作成への参加を希望する会員を募集し、その結果を当該ＷＧに通知す

る。 

 

 （JASPAR規格原案の作成） 

第１０条 ＷＧは、事務局より通知された新メンバーを加えて、JASPAR規格原案の作成を行う。 

２ ＷＧは、「JASPAR規格文書等作成要領」に基づいて JASPAR規格原案を作成する。 

 

 （必須特許の確認） 

第１１条 ＷＧは、JASPAR規格原案を確定する前に、当該ＷＧメンバーに対し、「JASPAR規格原 

案に関する確認書」（様式 4302）を用いて、必須特許の確認を行わなければならない。 

 

 （ノウハウの確認） 

第１２条 ＷＧは、JASPAR規格原案を確定する前に、当該ＷＧメンバーに対し、「JASPAR規格原 

案中のノウハウに関する確認書」（様式 4303）を用いて、当該ＷＧメンバーが所属する会員のも 

のであって、かつ公開することのできないノウハウが JASPAR規格原案に記載されていないこと 

の確認を求め、もしかかるノウハウが記載されていることが確認できた時は、そのノウハウを規格 

原案から削除しなければならない。 

 

 （JASPAR規格原案の確定と提出） 

第１３条 ＷＧは、第１１条及び第１２条の確認を行った後、JASPAR 規格原案について、「JASPAR

運営委員会・ワーキンググループ運営規程」第 12 条の定めるところに従い、次のいずれを選択

するかを決議し、その結果を事務局に通知する。 
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（１）  JASPAR規格原案として確定する。 

（２）  引き続き審議を継続する。 

（３）  廃案とする。 

２ 前項において、第２号を選択した場合には、「規格原案事前調査表」を修正し、事務局に提出 

する。 

３ ＷＧは、確定した JASPAR規格原案を、「JASPAR規格原案審議経過報告書」（様式 4304）、 

「JASPAR規格原案に関する確認書」（様式 4302）、「JASPAR規格原案中のノウハウに関する確 

認書」（様式 4303）及び「JASPAR規格原案チェック表」（様式 4305）とともに事務局に提出する。 

 

 （JASPAR規格原案の審査） 

第１４条 事務局は、受領した JASPAR規格原案、「JASPAR規格原案審議経過報告書」、 

「JASPAR 規格原案に関する確認書」、「JASPAR 規格原案中のノウハウに関する確認書」及び

「JASPAR 規格原案チェック表」について下記の審査を行い、不適合と判断した場合にはＷＧに

修正を指示し、適合した場合には承認を与えるとともに当該文書類を運営委員会に提出する。 

（１）  所定の書式が全て提出されていること。 

（２）  書式が正しく記載されていること。 

（３）  JASPAR規格原案が「JASPAR規格文書等作成要領」に則り、誤記なく記載されていること。 

２ 運営委員会は、受領した文書類について下記の審査を行い、不適合があればＷＧに修正を指 

示し、適合した場合には承認を与える。 

（１）  JASPAR規格原案が、第２条第１号の JASPAR規格文書の定義に適合していること。 

（２）  JASPAR 規格原案が、第３条第１項１、２、４号の JASPAR 規格文書の要件に適合している

こと。 

（３）  ＷＧ参加メンバーの必須特許確認が行われていること。 

（４） JASPAR規格として公開することに問題がないこと。 

 

 （必須特許の確認と決定） 

第１５条 運営委員会は、承認した JASPAR規格原案につき、当法人の全会員に対し知的財産管 

理規程第４条の定めに基づき、「JASPAR規格原案に関する確認書」（様式 4302）を用いて必須 

特許の確認を求める。 

２ 運営委員会は、前項の確認が終了した段階で、JASPAR 規格原案を JASPAR 規格とする決定

を行う。 

 

 （JASPAR規格の公開） 

第１６条 事務局は、決定された JASPAR規格に対し、正式な規格番号を附番した後、理事会に報

告するとともに、公開措置を取る。 
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 （規格原案段階での他団体への提示） 

第１７条 以上の規定にも関わらず、必要により、ＷＧが JASPAR 規格原案を他の標準化団体等に

提示しようとする場合には、その段階で下記の措置を取った後、JASPAR 規格原案とともに

「JASPAR 規格原案に関する確認書」及び「JASPAR 規格原案中のノウハウに関する確認書」を

事務局に提出し、その承認を求める。 

（１）  必須特許に関する第１１条の措置。 

（２）  ノウハウに関する第１２条の措置 

２ 事務局が他の標準化団体等から要請を受けて、JASPAR規格原案を当該標準化団体等に提 

示しようとする場合は、ＷＧに前項の手続きの実施を求める。 

３ 事務局は、第１、２項に関し、ＷＧより JASPAR 規格原案、「JASPAR 規格原案に関する確認書」、 

「JASPAR規格原案中のノウハウに関する確認書」を受領した場合には、当該他の標準化団体 

がＡＵＴＯＳＡＲであるか、あるいは他の標準化団体であって、その団体がＲＦとＲＡＮＤの選択肢 

を有する団体であることが確認できた場合には、提示の承認を与え、その団体がＲＦのみを選択 

肢とする団体である場合には、運営委員会に承認を求める。 

４ 前項の承認を求められた場合、運営委員会は、当該ＷＧから提示の趣旨について説明を受け

た後、緊急性、提示の利益、提示に伴う問題の発生の有無を勘案した上で、下記のいずれかを

決定する。 

（１） 直ちに提示を承認する。 

（２） 規格原案について、知的財産管理規定に基づく必須特許確認を行った上で提示すること 

   を承認する。 

５ 事務局は、第３項において提示の承認を与えた場合及び第４項第１号において提示の承認 

が与えられた場合には、遅滞なく、その旨及び提示をする JASPAR規格原案を会員に開示する 

ものとする。 

 

第３章 JASPAR技術文書の制定手順 

 

 （JASPAR技術文書の制定フロー） 

第１８条 JASPAR技術文書の制定フローは別表３－２の通りとする。 

 

（発意）  

第１９条 JASPAR 技術文書の作成は、ＷＧにおける発意で行われる他、運営委員会からＷＧへの

指示によって行われるものとする。 

 

（「JASPAR技術文書原案作成に係る事前調査表」の作成） 

第２０条 ＷＧは、JASPAR 技術文書原案の作成に当たっては、下記の内容を含む「JASPAR 技術

文書原案作成に係る事前調査表」（以下、「技術文書原案事前調査表」という。）（様式 4306）を
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作成して、これを事務局に提出し、事務局の承認を得るものとする。 

（１）  開示を前提とする技術文書であることの確認 

（２） 技術文書の名称 

（３） 制定、改正、廃止の別 

（４） 制定等の理由及び期待効果 

（５） 制定等の概要 

（６） 技術文書原案作成期間（予定） 

 

（「技術文書原案事前調査表」の審査） 

第２１条 事務局は、受領した「技術文書原案事前調査表」について、下記の審査を行い、不適合 

と判断した場合にはＷＧに修正又は規格文書への変更の指示を行い、適合した場合には承認 

を与え、仮技術番号の附番、 管理台帳への記載を行った後、その結果を運営委員会に報告す 

る。  

（１） 作成を企図する JASPAR 技術文書が、第２条第２号の JASPAR 技術文書の定義に適合し

ていること。 

（２） 作成を企図する JASPAR 技術文書が、第３条第２項第１、２号の JASPAR 技術文書の要件

に適合していること。 

（３） 「技術文書原案事前調査表」が正しく記載されていること。 

 

（ＷＧメンバーの募集）  

第２２条 事務局は、「技術文書原案事前調査表」を提出したＷＧについて、新たにそのメンバーと 

して当該 JASPAR技術文書原案作成への参加を希望する会員を募集し、その結果を当該ＷＧ 

に通知する。  

  

（JASPAR技術文書原案の作成）  

第２３条 ＷＧは、事務局より通知された新メンバーを加えて、JASPAR 技術文書原案の作成を行う。 

２ ＷＧは、「JASPAR規格文書等作成要領」に基づいて JASPAR技術文書原案を作成する。 

 

（JASPAR技術文書原案の確定と提出）  

第２４条 ＷＧは、JASPAR 技術文書原案について、「JASPAR 運営委員会・ワーキンググループ運

営規程」第 12 条の定めるところに従い、次のいずれを選択するかを決議し、その結果を事務局

に通知する。 

（１）  JASPAR技術文書原案として確定する。 

（２）  引き続き審議を継続する。 

（３） 廃案とする。 

（４） 規格文書に変更する。 
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２ 前項において第１号を選択した場合には、さらに当該技術文書を会員への開示に留めるか、公

開するかについて決定する。  

３ 第１項において、第２号を選択した場合には、「技術文書原案事前調査表」を修正し、事務局に

提出する。 

４ 第１項において、第４号を選択した場合には、「規格原案事前調査表」を起案し、事務局に提出

する。 

５ ＷＧは、確定した JASPAR技術文書原案を、「JASPAR技術文書原案審議経過報告書」（様式 

4307）及び「JASPAR技術文書原案チェック表」（様式 4308）を添えて事務局に提出する。 

 

（JASPAR技術文書原案の審査）  

第２５条 事務局は、受領した JASPAR 技術文書原案、「技術文書審議報告書」及び「JASPAR 技

術文書原案チェック表」について下記の審査を行い、不適合と判断した場合にはＷＧに修正を

指示し、適合した場合には承認を与えるとともに当該文書類を運営委員会に提出する。 

（１） 所定の書式が全て提出されていること。 

（２） 書式が正しく記載されていること。 

（３） JASPAR技術文書原案が「JASPAR規格文書等作成要領」に沿って、誤記なく記載されて 

いること。  

２ 運営委員会は、受領した文書類について下記の審査を行い、不適合があればＷＧに修正を指 

示し、適合した場合には当該技術文書原案を技術文書とする決定を行う。 

（１） JASPAR技術文書原案が、第２条第２号の JASPAR技術文書の定義に適合していること。 

（２） JASPAR技術文書原案が、第３条２項の JASPAR技術文書の要件に適合していること。 

（３） 第２４条第２項において公開が決定されている場合について、当該 JASPAR技術文書を公 

  開することに問題がないこと。 

 

 （JASPAR技術文書の開示、公開の措置） 

第２６条 事務局は、前条の決定を受けて、当該 JASPAR 技術文書に正式に文書番号を附番した

上で、開示ないし公開の措置を行う。 

 

第４章 附則 

 

（施行） 

第２７条 本規程は、2019年 4月 1日から適用する。 

 

 （改廃） 

第２８条 本規程の改廃は、運営委員会の決議による。 
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別表１ 規格の種類 

 

規格の種類 定    義 対応英語 

基本規格 用語，記号，単位，標準数など適用範囲が広い分野に

わたる規格，又は特定の分野についての全体的な記

述事項をもつ規格。 

注記：基本規格は，直接適用する規格として機能する

ものでも，他の規格の基礎として機能するものでも

よい。 

basic 

standard 

用語規格 用語に関する規格であって，通常，用語の定義を伴

い，ときには説明のための備考，図解，例なども伴う

もの。 

terminology 

standard 

試験方法規格 試験方法に関する規格であって，ときにはサンプリ

ング，統計的方法の使用，試験順序などのような試験

に関連する記述事項を含むもの。 

testing 

standard 

製品規格 目的適合性を確実に果たすために，製品又は製品群

が満たさなければならない要求事項を規定する規

格。  

注記：製品規格は，目的適合性のための要求事項に加

えて，用語，サンプリング，試験，包装及び表示，更

に，場合によっては プロセスの要求事項のような側

面を，直接含むか又は引用によって含んでもよい。 

product 

standard 

プロセス規格 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を規定する規格。 

process 

standard 

サービス規格 目的適合性を確実に果たすために，サービスが満た

さなければならない要求事項を規定する規格。 

service 

standard 

インタフェイス 

規格 

製品又はシステムの相互接続点における両立性に関

する要求事項を規定する規格。 

interface 

standard 

提供データに 

関する規格 

特性の一覧を内容とする規格であって，製品，プロセ

ス又はサービスを規定するために，それらの特性に

対する値又はその他のデータを指定するもの。 注記 

通常は，供給者が指定するデータに基づくが，購入者

が指定するデータに基づくものもある。 

standard on 

data to be 

provided 

 

※JISZ8002 の記載に準ずる。 
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別表２ 規格とすることの妥当性の判断基準 

  

１．規格とすることに利点があると認める場合 

ア．品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。   

イ．取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。    

ウ．相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。    

エ．効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。    

オ．技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。    

カ．消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与す  

る。    

キ．国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。    

ク．中小企業の振興に寄与する。    

２．規格とすることに欠点があると認める場合 

ア．著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引さ 

れるものに係るものであり、標準化の利点に勝る。    

イ．技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小してい  

るか、又はその縮小が見込まれる。    

ウ．標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、  

含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見からみて妥当な水準とな 

っていない。 

エ．既存の JASPAR 規格との間で著しい重複又は矛盾がある。   

オ．対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当 

該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行われていない。   

カ．対応する国際規格が存在しない場合、当該 JASPAR 規格の制定又は改正の輸入へ

の悪影響について、適切な考慮が行われていない。   

キ．原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件 

での実施許諾を得ることが明らかに困難である。   

ク．原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作 

物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行われていない。   

ケ．技術が未成熟等の理由で、JASPAR 規格とすることが新たな技術開発を著しく阻害

する恐れがある。    

コ．強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていな 

い。   

サ．産業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。 

※「国家標準とすることの妥当性の判断基準」（規格案審議ガイドライン）に準拠。 
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別表３－１ 
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別表３－２ 

 

 


