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序 

 

 わが国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業において

はきわめて精巧な規格が制定されてきています。中にはわが国独自で制定した規格もあ

り、経済の国際化が進むにつれて、世界的規模で規格の国際共通化のニーズが高まるに

つれ、国際化の視点での見直しを行う必要が高まって参りました。このため当会では通

商産業省（現経済産業省）の委託を受けて、機械工業に係わる国内規格の国際規格との

整合化事業に取り組んで参りました。 

 近年、国際標準にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、品質や環境

などをはじめとするマネジメントに係わる規格が制定されるようになってきておりま

す。当会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマネ

ジメントにかかわる規格や、機械工業横断的な規格についての取り組みを強化している

ところであります。 

 具体的には、国内規格と世界標準との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備とリ

スクアセスメント実施のガイド作成、各専門分野の機関・団体の協力における機種別・

課題別標準化の推進などであります。これらの事業成果は、日本発の国際規格への提案

や国際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期制定などとなって実を結ぶ

ものであります。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして 日本貿

易振興機構に「欧州等における国際・地域標準化活動及び認証システムの動向調査」を

調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与す

れば幸甚であります。 

 

平成１６年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  相 川 賢 太 郎          

 

 



序 

 

世界経済のグローバル化、市場化が進展した結果、貿易の円滑化を目指した国際規格

の活用や適合性評価制度の国際整合化などの必要性が世界スケールで高まっています。

また、１９９５年に発効したＷＴＯ／ＴＢＴ協定は、各国国内の基準認証制度に国際標

準等を使うことを求めており、この流れを加速するものです。 

特に欧州各国では、欧州市場統合を推進してゆく過程で、強制法規とリンクさせつつ、

基準認証制度の統一、整合化に意欲的に取り組んだ結果、各分野で世界をリードする欧

州規格が作成され、国際規格として採用される傾向が加速している状況にあります。こ

のため、こうした国際標準化・認証制度への影響力を強めつつある欧州における標準化  

の動向を正確に把握することは、わが国機械産業の振興には必要不可欠です。 

平成１５年度社団法人日本機械工業連合会受託調査「欧州等における国際・地域標準化活

動及び認証システムの動向調査」として実施した本調査研究は、以上を踏まえ、欧州等に

おける国際・地域標準化活動及び認証システムの動向を把握し、もってわが国機械産業の

発展に資することを目的に行いました。 

調査の実施にあたっては、日本貿易振興機構ジュネーブ事務所が現地調査を行い、東京本

部がとりまとめました。 

本報告書が関係各位のご参考となれば幸いです。 

 

 

 

 

平成１６年３月 
 

 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

理 事 長     渡   辺   修 
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は じ め に 
 
 世界経済が発展する中で、貿易投資の一層の自由化及び拡大が求められており、国際標

準化活動はその重要性がますます高まっている。 
 
 さらに、WTO（世界貿易機関）／TBT 協定（貿易の技術的障害に関する協定）の発効

により、各国は国内規格の国際規格への整合化や、基準認証制度に関する相互承認の推進、

透明性の確保などを図ることが要求されている現状にある。 
 
 このような背景のもと、欧州各国は市場統合の一層に推進と市場拡大の必要性から、 

EU 加盟国の国家標準を調和するために、欧州統一の規格を制定する活動が活発に行われ

ている。また、同時に、強制分野の安全規制において、欧州規格が引用されており、貿易・

投資活動に規格が直接影響を与えるようになり、更には、欧州規格が国際規格として採用

される傾向が加速している状況にある。 
 
 こうした標準化に関する国際的な動向を的確に把握することは、海外との貿易に大きく

依存する我が国の機械産業の振興に必要不可欠である。 
 以上を踏まえ、欧州における国際・地域標準化活動及び認証システムの動向を調査し、

もって、我が国の機械産業の発展に資することを目的に本報告書をまとめた。 
 
 具体的には、本報告書は、以下の二部から構成されている。 

第Ⅰ部  国際レベルにおける標準化の動向 
第Ⅱ部  地域レベルにおける標準化及び認証システムの動向 

 
第Ⅰ部においては、ISO（国際標準化機構）において取り組みがなされている、 

国際規格の市場適合性確保の動きについて報告する。 
 第Ⅱ部では、EU レベルの標準化及び認証システムの動向として、環境により配慮した

製品、プロセス、サービスを、標準化を通して促進させる取り組み、高齢者・障害者に   

配慮した規格作りを進める動き、及びエコラベリング・システムの取り組みに関して、  

その全体的な流れについて紹介する。 
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第Ⅰ部 国際レベルにおける標準化の動向 
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１．WSIS（世界情報社会サミットWorld Summit on the Information Society） 

 

2003年 12月 10日から12日にジュネーブで世界情報社会サミット（WSIS）が開催された。 

当サミットでは、世界の全地域において、社会的・経済的発展のための情報通信技術が

確立されることを目的とする宣言(Declaration of Principles)および行動計画(Plan of 

Action)が採択されたが、事前の準備会合では、資金問題、人権と表現自由の取り扱い、イ

ンターネット管理等について議論が紛糾し、サミットぎりぎりまで調整が継続されるなど、

各国の立場の違いも鮮明になった。 

また、IT 技術における国際標準化の重要性も議論され、その位置付けが明確になされた。 

WSIS の概要、議論となった問題点、国際標準化との関係等は以下の通り。 

 

（1）WSIS ジュネーブサミットの概要 

WSIS は、1998 年の国際通信連合（ITU）全権委員会（4 年毎に開催）において、アフリカ

のチュニジアからサミット開催についての提案がなされたのがそもそもの始まりである。

当時、そして今でもそうであるが、情報へのアクセスを有する者と有しない者との格差、

いわゆるデジタルデバイド問題が、政治的・社会的・文化的レベルで問題になるとの認識

があった。このような基本認識の下、チュニジア提案を踏まえ、国連が ITU に WSIS 開催の

中心的な役割を果たす責任を与えたのである。 

以降、意見集約のための地域会合、準備会合を経て、2003 年 12 月のジュネーブ WSIS が

開催された。 

同サミットには約 100 ヵ国が参加するとともに、日本からは麻生太郎総務大臣が出席し、

スピーチを行った。 

その他、各国によるサイドイベントや新製品・サービスの見本市も並行して開催された。

日本政府主催によるワークショップ、ゲーム、ナビゲーション、着信音等の携帯コンテン

ツ紹介、日本企業のエキジビション等も開催され、活況を呈した。 

 

（2）6 つの地域会合 

WSIS 準備プロセスの一つの特徴としては、地域会合の開催があげられる。これは、地域

ごとの会合の開催によってより多くの人の意見を取り込むとともに、各地域における特徴、

ニーズ、優先順位等の地域特有の情報を取り上げていくことを目的として、全世界 6 ヶ所

で開催された。2003 年 1 月 13～15 日に東京でアジア地域会合が開催されたが、この地域会

合の一環であり、他にマリ（2002 年 5 月）、ブカレスト（2002 年 11 月）、ドミニカ共和国

（2003 年 1 月）、ベイルート（2003 年 2 月）、カイロ（2003 年 6 月）で開催された。 
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（3）WSIS 準備会合（PrepCom）の開催 

さらに、上述の WSIS 宣言(Declaration of Principles)および行動計画(Plan of Action)

を議論し、とりまとめるための WSIS 準備会合（PrepCom）も 2003 年始めから開催された。

本準備会合は、地域会合、有識者等からの提案を受け、政府機関、国連専門機関、民間セ

クター、市民団体、NGO 等の様々なメンバーが集まって、事前の議論集約、準備を行う会議

であり、3 回開催される予定であった。しかしながら、前述のように、幾つかの問題点で議

論がまとまらず、実際には 12 月のサミットのぎりぎり直前まで、議論が継続されたもので

ある。 

 

（4）議論となった主な問題点 

○ デジタル連帯基金(Digital Solidarity Fund) 

これは、市民団体代表から提案された、2015 年までに世界の全村にインターネットを接

続に関する資金援助についての議論である。途上国は、インフラ整備には政府の関与が不

可欠で、新たに「デジタル連帯基金」を創設すべきと主張したが、一方、先進国は、既存

のシステムでうまく対応可能であると主張し、意見がまとまらなかったものである。もっ

と先進国の関与を引き出したい途上国と、企業活動による効率的なインフラ整備により経

費を削減したい先進国との綱引きとも言え、結果的には、国連事務局長の下にタスクフォ

ースを設置して検討を継続し、2005年のWSISチュニジア大会で議論することとなっている。 

○ 表現の自由 

表現の自由については、特にメディア分野においては、国の政体によって非常にデリケ

ートな問題で、特に中国を中心として、欧米流のメディア論に対する懸念が表明された。

これは、メディアの表現の自由と責任を併記することにより決着された。 

○インターネット管理問題 

インターネットの管理問題についても、民間主導による原則自由を主張する米国等と途

上国との意見が対立した。児童虐待サイトやネオナチズムのウェブサイトが増加している

と言った問題点が判明しているにもかかわらず、米国はウェブで取り扱われる内容の厳し

いコントロールにも反対している。これも、国連事務総長の下に作業部会を設けて、2005

年までに提案をまとめることとなった。 

 

（５）国際標準との関係 

WSIS の宣言、行動計画においては、標準化の重要性についても随所で触れられている。 

これは、ISO（国際標準化機構）、IEC（国際電気標準会議）、ITU-T（国際電気通信連合 電

気通信標準化部門）の共通関心事項を話し合う WSC(世界標準協力：議長高柳 IEC 会長)にお

いて、WSIS への働きかけを行っていくことが議論され、それに従って、ISO、IEC 事務局、

及び各国メンバーが様々な働きかけを行ってきた結果である。 

ここでは、標準化の重要性について以下のように述べられている。 
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・ 標準は、情報化社会の重要な構成要素の一つであり、国際標準の開発と適用は特に重要

である。 

・ ユーザーと消費者のニーズを考慮に入れた、オープンで互換性を有し、公正で需要主導

な規格の開発と使用は、International Communication Technology の開発とより一層の

普及、及び、特に発展途上国において ICT へのアクセスを容易にするための、基本的な

要素である。 

・ 国際標準は、消費者が、基本となっている技術に関係なく、世界中でサービスへのアク

セスができるための環境を整備することを目的としている。 

（参考：WSIS Declaration Para 44 

「44. Standardization is one of the essential building blocks of the Information 

Society. There should be particular emphasis on the development and adoption of 

international standards. The development and use of open, interoperable, 

non-discriminatory and demand-driven standards that take into account needs of 

users and consumers is a basic element for the development and greater diffusion 

of ICTs and more affordable access to them, particularly in developing countries. 

International standards aim to create an environment where consumers can access 

services worldwide regardless of underlying technology.」) 

 

本パラグラフは、WSIS 東京カンファレンスにおいて、IEC/CB（Council Board）メンバー

である油本氏の尽力で明文化された文章をベースに、その後の ISO、IEC 事務局の WSIS で

の働きかけでさらに明確化されたものである。極めてはっきりと国際標準化の重要性を謳

っている。 

一方で、残念ながら行動計画の方は、随所に標準化の項目はでてくるものの、標準化の

みを取り上げたパラグラフは存在しない。ISO、IEC も WSIS の場で働きかけたものの、前述

の問題点の議論が先行され、なかなか取り上げられなかった。JETRO ジュネーブ事務所から

も、WSIS のワーキンググループの場でコメントを行ったが、オブザーバーでしかなく、や

はり議論としては取り上げられなかったのが実状である。 

しかしながら、WSIS の準備会合においては、その協議時間のほとんどを宣言案の作成の

方に費やしており、ISO、IEC 事務局においては、宣言の方が練度が高く各国の意見もより

反映されているとの認識のもと、宣言で国際標準を明確に位置付けたことの意義が大きい

としている。 

いずれにせよ、今回の WSIS で採択された宣言、行動計画は実行に移されてこそ意味があ

るものであり、ISO、IEC 事務局は、本宣言をベースに、情報化社会のための標準化を着実

に推進していきたいとしている。 

 

（６）今後の課題 
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サミットには、各国政府、市民団体、NGO、民間セクター、またメディア関係等、約 11,000

人が参加（エキジビションのみに参加した人を入れると約 25,000 人）し、成功裡に終了し

た。 

しかしながら、本当にサミットが成功したかどうかは、今後の行動にかかっている。 

今回、WSIS のジュネーブフェーズが終了したが、2005 年には、第 2フェーズとしてチュ

ニジアでサミット開催が予定されている。宣言や行動計画の実施状況については、チュニ

ジアサミットでも評価されることとなっている。 

上述したように、ジュネーブサミットでは、国際標準の重要性が認識された。実際、デ

ジタルデバイドの解消のみならず、情報化社会の構築のために標準が果たす役割は大きい。 

ISO／IEC では、これを受けて、今後の各所活動を実施していくこととしている。特に WSC

の場において、ISO/IEC/ITU-T が協力してワークショップ、セミナー等を実施していく予定

にしており、ICT 技術についても焦点を当てていくこととなっている。
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２．電子配布される規格の著作権保護に関するISOの動き 

 

－電子配布される規格の著作権保護セミナー報告（参照：Workshop on copyright 

protection Geneva, 30-31 October 2003-The protection of copyright in the age of 

electronic distribution of standards セミナーアジェンダ）－ 

 

１．著作権保護について 

      著作権は、人間の表現物、表現のされ方を保護するもので、その背景、基礎

となっているアイデアを保護するものではない。この点が特許の保護とは違う

点で、特許の保護はアイデアを保護する。  

      著作権を保護するねらいは、著作物を創り出した者（組織）又は著作権の  

権利を持つ者（組織）に対して、報酬を与えることでさらに新たに何かを創り

出すモチベーションを与えることにある（WIPO・世界知的所有権機関国際事務

局）。 

      著作権には国際的な取り決めがあり（ベルン条約、WIPO が取り決めた著作権

保護条約等）、同意する国が、そうした国際的な取り決めを国の法律レベルで採

用し実施している（WIPO）。近年の国際的な取り決め（WIPO の著作権保護条約）

には、IT 時代において我々が直面する著作権の問題への取り組みが盛り込まれ

てきている。それは、こうした国際レベルのコンセプトが国レベルでも実施さ

れることを意味し、IT 時代において著作権に悩む我々には好ましい傾向と言え

る（BSI・イギリス規格協会）。 

      しかしながら、その解釈、実施の仕方については国、地域毎の判断に任され

ていることから、国、地域毎に違いが存在する（WIPO）。 

 

１．１ 標準化団体は規格の著作権の権利を持ち得るのか 

      そもそも著作権の保護の対象となるためには、対象となるものが、     

オリジナリティーを持っているかどうかが非常に重要なポイントとなるが、 

この点について規格は、いろいろな組織のもつ技術情報の集合体であり、   

オリジナリティーを持つものといえる。 

      さらに、そうした規格を創り出すために、標準化団体は（Project の推進、   

調整等をするなどして）大きな貢献をしていることから、標準化団体には規格

の著作権があるとの見解が示されている（AFNOR・フランス規格協会）。 

 

１．２ 規格が法規等の公的な文書の一部として採用された場合の著作権の有無 

      では、その規格が法規等の公的なもの（例えば公的な法規文書）の一部   

として採用された場合、そうした規格に依然として著作権が存在するの   
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だろうか。 

      著作権の権利と、それを見たいとする側（例えば General Public）の権利と

の間のバランスをどのように図るかについては、今なお議論が続いている

（WIPO）。フランスでは、Official Act については、著作権を持ち得ないものと

なっているが、法規と規格の性格の違い、ベルン条約が制限する例外事項（著

作権の対象とならないもの）などから判断して、規格は Official Act とは違う

もの、すなわち、（依然として）著作権を持ち得るものだとの見解が AFNOR によ

って示されている。また、イタリアでは、2000 年に発行されたイタリアの

Official journal に EN 規格が採用された際、以前の考え方とは違って、イタリ

ア政府は著作権を認識し、著作権料を支払ったという（イタリアからのセミナ

ー参加者）。 

      一方アメリカでは、1998 年に、米国法務省で採用された Building code 等の

Code に関する規格を利用（コピー、修正など）して、Public activities を紹

介する情報を作り、インターネットの Web に載るということがあった際、最高

裁判所の下の法廷での判決（2002 年 6 月）では、あくまで本件に限った解釈と

前置きしながらも、この Code は法律に採用される以外の目的で作られたもので

はなく、政府の法律の一部となったことで、Public entities の一部になったも

のと解釈でき、そうしたことなどから、このコピーは許容範囲であり、誰にで

も配布することが出来るとの判決が出されたという（NFPA・アメリカ防火協会）。 

      このように、著作権保護の例外事項に関しては、あいまいな要素があること

から、法規に採用された規格の扱いについてはそれぞれの国で明確にして  

おくことが必要である（WIPO）ものの、EU 委員会が Official journal に、ISO

に著作権がある ISO14000 フルテキストを盛り込みたいとしたなど、こうした問

題は国レベルの問題に終わらないことから、それぞれの国レベルだけでなく、

WIPO などの国際レベルでも解決を図っていくことが必要であるとし、国レベル

だけでなく、ISO/IEC をサポートして WIPO と協力して国際レベルでロビー活動

を進め、Regulatory governments や institutions の規格に対する理解を深めて

もらい、標準化団体のビジネスモデルに対して好意的な認識を持ってもらうこ

とが必要との見解が、一つのセミナーの結論として示されている（BSI・イギリ

ス規格協会）。 

   

２．IT は規格販売をする標準化団体に何をもたらしたのか 

      IT の導入は、いろいろなコスト［Operation cost、 Distribution、（紙文書

の）保管倉庫管理費（及びスペース）の解消等］の削減をもたらし、より Market 

needs に合うフォーマット文書を、タイムリーに提供することを可能とし、また、

このような文書へのアクセスを容易なものとしたため、より多くの新規顧客か

 9



らのアクセスを増やすことにもつながるなど、数々の利点を標準化団体にもた

らした。 

      一方、そうした IT 環境をアップデートな状態にしておくために、大きな投資

が必要となることや、デジタル文書故にその値段を下げてほしいという顧客の

要望への対応が求められることにもなった。 

      そして、もっとも深刻な問題として、デジタル文書の IT 環境下での配布は、

そのデジタル文書を購入した者が無断で、他の者との共有（コピー、配布）を

容易に図れるようなるという問題を引き起こすこととなり、標準化団体は  

今その対応に迫られている。 

      標準化団体にもたらしたこうした長所および短所（特に、IT 環境下における

規格の著作権侵害）は、標準化団体に 2 つのアプローチを強いることになった。 

一つは、著作権保護を念頭に置いた新たなビジネスモデルの実施であり、もう

一つは、著作権の保護をするための具体的な手段の導入である。 具体的には、

Intellectual Policy(IP)の見直し、変更、Subscription model、Licensing、

Watermark、オンライン上でのアクセス制限、購入条件の受諾等の導入、委任事

項の明確化、よりフレキシブルな値段設定等の試みが様々な団体で実践されて

いる。 

      しかしながら、こうしたアプローチをもってしても、著作権違反は一向に  

改善されていないのが現状となっている。（以上は、セミナーに参加した標準化

団体すべての共通認識）。 

      こうした中、規格の売り上げが収入の 90％を占める ASTM（米国材料試験協会）

は、「こうしたアプローチは全て実践しているが、著作権違反による損失には、

改善がまったく見られない」として危機意識を募らせ、Digital Right 

Management(DRM)の導入を決定している（今回参加した国レベルの標準化団体の

中では、NEN（オランダ規格協会）も DRM の導入を予定している）。ASTM は、DRM

の導入に基づき、新たに適切なビジネスモデルを設定することで、1年半から 2

年後には、もっとも悪質なケース（著作権違反の 20％を占めていると ASTM は認

識）への改善につなげられると考えている。 

      現在、ANSI（米国標準協会）を事務局として、主なアメリカ SDO（標準化団体）

及び関係団体が集まって DRM ad-hoc group が設立され、DRM の導入が重要であ

るとの啓蒙、DRM に関する共通理解の促進、どのように構築していくべきかにつ

いての議論を重ねている。具体的には、（アメリカの各 SDO では、どのようなセ

キュリティーの導入が図られているのかが分かる）パラメーターマトリクスの

作成、顧客に対する Position を示す際の共通言語、FAQ の回答における共通言

語等が作成されている。さらにこうした活動を国際レベルでも展開していきた

いとの意図から、著作権保護を技術的な観点から可能とする方法を検討するた
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めの委員会を、ITSIG（情報技術戦略実施グループ）の下に発足させた。ITSIG

レベルでは、国際レベル（例えば ISO、IEC）、メンバーボディーレベル及び（規

格の）Distributor レベルを念頭に置いて 、DRM のクライテリア、Control level 

のハーモナイゼーション、全ての顧客レベルに対する全てのチャンネルでのコ

ミュニケーションにおける共通言語が持てるようになること、DRM 技術レベルの

ハーモナイゼーション等が可能となること、さらには、このようなアプローチ

をいつから実施していくのか等の Time phrase/schedule の設定が期待されてい

る（ANSI）。    

  

２．１ DRM について 

      IT 環境下にある著作物の保護を、技術的に可能とするものとしては、DRM が

初めて出てきた技術と言える（ILI）。 

      DRM は、正確に言えば、IT 環境下に置かれている著作物の保護そのものと、   

著作権保護のマネージメントを技術的に可能とするものである（RIGHTSCOM）。 

さらに、DRM とは、一つの独立したツールによって可能となるものではなく、い

ろいろなツールの組み合わせ、連携の基に可能となるものである（BSA）。 

      近年の DRM は、より顧客ニーズによりフレキシブルに対応できるようになっ

てきている(NFPA)。標準化団体にとっては顧客満足をより向上させる可能性を

見いだせるものと考えられるものの、技術的には未熟で顧客に使いにくさを感

じさせないほどには完成してはいないものであるとの認識が一般的である（IEC、

ASTM、NEN、ILI 他）。 また、最大の問題として、現存する DRM 技術の相互運用

性が大いに不足しており、標準化された規格をベースとした、相互運用性の飛

躍的な向上が必要とされている（RIGHTSCOM 他）。  

 

補足：最近の DRM に関して 

DRM のマネージメント技術分野においては現在、ユーザー及び    

コンテンツの認証を機能的、効果的に出来るようになることが、非常に重

要な課題となっている。対象物の認証方法としては近々、Digital Object 

Identifier(DOI)というものが新しく登場する。 

DNIX は、ISO にも推奨できる技術である。  

Right Expression Language としては、ISO/IEC20001Part 5, Part 6 が

Key standards となる（以上 RIGHTSCOM）。 

       DRM に Levies などのペイメントシステムを、どのように統合された技術

をベースにインターフェアしていくかも課題となっている（BSA、RIGHTSCOM）。  

        デジタルメディアは、関連する企業に多くの利益をもたらすと同時に、  

多くの問題（著作権侵害による大幅な収入減）をもたらしている。MPEG 規
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格は、こうした問題に大きなインパクトを与え、持続的なデジタルメディ

アの実現に貢献することが出来る。 現在、デジタルメディアマニフェスト

というものが開発途上（技術的には 2 年後程度に完成予定）にある（JTC 

1,SC29,WG11,MPEG group）。 

 

３．IT 環境下の規格の著作権保護を、標準化団体はどのようにしていけばいいのか 

        著作権の保護を考える前段階として、標準化団体は、規格そのものの  

性格をまず考えねばならない。規格は広く使われるために配布されるもの

である（ISO/CS）。゛Good standards are applied standards゛であること

を忘れてはいけない（SIS・スウェーデン規格協会）。また、規格は本と違

い、ある意味ではその時だけのスナップショット的な性格を持つものであ

る（ISO/CS）。また、デジタル規格文書は、文書の扱いにおいて、顧客にい

ろいろな利便性をもたらし、顧客満足度を向上させているのも事実である。  

        よって、「著作権の保護」という観点に特に傾斜することは、規格の配布

の目的、顧客満足を損ねる可能性を大いに秘めていると言える（ISO/CS そ

の他）。しかしながら、著作権違反は確かに存在し、規格の販売収入は標準

化団体の重要な収入源の一部となっていることから、決して見過ごすこと

は出来ない。  

        したがって、標準化団体は、著作権の保護に対して、このような点を   

考慮した上で、バランスのとれた対応［Gentle touch 的な対応（SAI・オー

ストラリア工業標準社）］が求められる。 

        今後の著作権の保護については、一般レベルでの、著作権に関する   

さらなる啓蒙が期待され、特に規格ユーザーに対しては、規格の重要性と

ともに、規格には著作権が存在すること、それが保護されることがなぜ必

要で重要であるのかを、いろいろなチャンネル（デジタル規格そのものへ、

あるいは Web 上での注意の記載、意識向上キャンペーンの開催等）を通じ

て教えていくことが必要である。 

        また、Enforcement（法的措置）との関係を持つことも重要となる（BSI）。 

        さらに、それぞれの標準化団体には先に述べたバランスを十分に考慮し

た、顧客に対するビジネスモデルの提供が求められる。DRM は、そのものだけでは著作権保

護を実現することは出来ない。あくまで、先に述べた著作権保護のために標準化団体が取

るべきアプローチの一つとして、効果的に活用していくことが求められる。
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３．国際規格を地域／国家規格に採用するためのガイド、ISO/IECガイド２１の

改正の動き－第２回ISO／IECガイド２１会合報告－ 

 

１．ガイド 21-1、ガイド 21-2 の位置付けについて 

前回の会合参加者間で強く共有された基本認識は、国際規格の地域・国家規格への

採用を、ISO/IEC の重要な基本ポリシーとして明確に示すこと、及び（旧）ガイド 21

に対し、WTO/TBT 上の観点から WTO で一定の評価が得られていること、さらにはこれま

での本ガイドユーザーへの混乱を避けるという観点から、（旧）ガイド 21 はなるべく現

行のままとし、修正が必要となる場合は、必要最小限にとどめるというものであった。 

 

その後（書面審議を通じて）、New deliverables の、地域・国家レベルにおける採

用の仕方について、基本的な考え方は同じである旧ガイドを追加修正する試みがなされ

ていたが、日本からの提案により、旧ガイド 21 を 2 つのパート（ガイド 21-1、ガイド

21-2）に分け、すなわち、国際規格の地域・国家規格への採用について述べてある部分

を、ガイド 21-1（Part 1）とし、国際規格以外の International Deliverables の地域

や国家レベルの deliverables への採用についてはガイド 21-2（Part 2）と別々に扱う

ことで、第 1 回目の会議参加者間で共有された基本認識を、具現化することが可能とな

っている。 

 

２．国際規格の地域・国家レベルにおける採用に対するポリシー 

今回の会議では、前回の会合結果を踏まえた必要最低限の修正案［ガイド 21-1 案：

Guide 21AMD N21(Rev.1)及びガイド 21-2 案：Guide 21AMD N25］及び、その修正案に基

づいて提出されたコメントを基に、内容を確認すべく議論がなされた。  

 

国際規格の地域・国家規格への採用は、ISO/IEC の重要な基本ポリシーであること

を明確に示すべきであるという考えとともに、国際規格作りへの参加だけでなく、作成

された国際規格を実際に活用していくこと、すなわち、地域的、国内的に国際規格の採

用努力をしていくことは、ISO/IEC メンバーが果たすべく義務であるとの認識から、 

 

ガイド 21-1 案上では、0 Introduction 0.2 において、  

It is important that every effort should→ shall に変更 be made to adopt and 

use International Standards as regional and national standards の追加との修正

がなされた。 

 

ガイドが Normative document でないことから、「shall」とするのはふさわしくな

く、「Should」とすべきではないかとの強い反対意見がカナダ（SCC）から出されていた。 
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今回の会議参加者の理解としては、先に述べたように国際規格の国内規格への採用   

努力は、推奨レベルのものではなく、「せねばならない」レベルに相当すること、また、

ISO/IEC Directives Part 2 でも特にルールに逸脱する使い方ではない（Mr.Weissinger

（ISO/CS）が他の ISO/CS スタッフと確認済み）とのことから、そうした意図を示す場

合においては、ケースバイケースで「shall」を使うべきだとの共通認識であった。  

 

電話会議で参加するカナダに対し、こうした会議参加者間の共通認識や、ISO/CS と

して、ルール上何の問題もないことが説明されたが、カナダを納得させるまでには至ら

なかった。 

カナダは会話の中で、TMB（技術管理評議会）レベルで取り上げる事まで示唆した。

こうした事を受けて、Directives メンテナンスチームで「Should」と「Shall」の取り

扱いについて改めて明確にするべきではないかという意見（BSI）も出された。 

 

同じ主旨の文書は、ガイド 21-2 上でも明確する必要性があることから、0 

Introduction 0.2 において追加修正がなされることとなった。さらに、International 

Standards shall only be adopted as regional or national standard…（国際規格は、

地域や国家規格にのみ採用されなければならない･･･）という文章については、前述の

文章を挿入することや、内容的に議論の余地がある（そこまで基本原則を強制すること

が、現実的な観点からふさわしいのかどうか疑問）とのことから、削除することとなっ

た。 

 

Correspondence level において、「Status」を基準として入れないことについて、

念のため Mr. Weissinger (ISO/CS)から、今回の会議参加者に対し確認の問いがあった

が、入れないことで、今回の会議においては特に議論されることなく、参加者全員の合

意を得た。  

 

国際規格の地域・国家レベルの deliverables の、地域・国家規格以外への採用につ

いては、可能性は認めつつも、基本原則を述べるべくあるガイド 21 に、可能性的な要

素をも含めて盛り込んでいくことはふさわしくないとして、採用に関しては、ガイド

21-1 では触れないことなった（当然ながら、ガイド 21-2 でも触れない）。 

 

３．New deliverables の地域・国家レベルにおける採用に対するポリシー 

New deliverables の地域・国家レベルの deliverables の採用については、まずは、

同じもの、すなわち国際レベルの TS（技術仕様書）は地域・国家レベルの TS に採用さ

れることが基本原則であることとが、会議参加者間で確認された。とは言うものの、現
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実的に TS という名称が、地域・国家レベルで使われていないケースも考えられること

から、「同じか、同様なレベルでの採用」を、推奨すべき基本原則とすることで認識の

合意に至ったことから、 

 

Other deliverables other than International Standards may→ should preferably

に変更 be adopted as regional or national deliverables of the same or similar type 

or as deliverables of another type を削除・・・と修正された。  

 

その上で、同じあるいは同様な deliverables に採用されない場合について触れるこ

ととし、 

However, it is also possible to adopt these deliverables as deliverables of 

another type という文章の追加修正がされることとなった。 

 

さらに、国際レベルの deliverables が、そのレベルと同じあるいは同様でない地

域・国家レベルの deliverables に採用される場合においては、その違いが明確に分か

るようにするべきであるとの認識から、 

 

In such cases, the change of type shall be clearly indicated in the foreword or 

introduction of the adopting deliverable という文章の追加修正がなされることと

なった。 

 

以下の文章については、各国が、国際レベルの deliverables を、地域・国家レベル

の deliverables に採用する際に、どの deliverables に採用するかについては、その国

次第ではあるものの、その採用する deliverables のタイプに応じて、適切できちんと

したプロセスを国内で経た上で、採用されることが重要であることをより明確に示すた

めに、 

 

The choice of の削除 the type of the regional or national deliverable chosen

の追加 is determined by the rules and procedures for that deliverable defined 

and applied by の追加 of の削除 adopting regional or national standards body.と

いう変更がなされることとなった。  

 

さらに、国際レベルの deliverables が、そのレベルと同じあるいは同様でない地

域・国家レベルの deliverables に採用される場合のナンバリングの仕方については、

国際レベルの deliverables とのレベルの違いを明確に示すことが必要であるとの考え

から、国際レベルの deliverables とは違う番号を使い、同時に国際レベルの
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deliverables も併記する（Two-line dual numbering）ことが推奨されることとした。 

 

４．１ ガイド 21-1（旧ガイド 21）コンセプトとのハーモナイゼーションに基づく修正 

ガイド 21-1（旧ガイド 21）0 Introduction の 0.3 項に記載されている内容（国際

規格と地域・国家規格との違いは最小限にとどめるという主旨）は、New deliverables

においても、基本原則として同様に当てはめるべきものとして、ガイド 21-2 上におい

て、その内容について簡単に言及することとした。 

 

ガイド 21-1（旧ガイド 21）7.1 General の記載内容のコンセプト（地域・国家規格

が国際規格と同じあるいは同様である場合は、読む者が、そうした規格の内容を見てか

らだけではなくて、すぐ分かるようにすること）を、そのまま踏襲すべきとして、ガイ

ド 21-2 上で適切な修正が加えられて追加された。 

 

国際レベルの New deliverables を地域・国家レベルの New deliverables に採用し

た際の、ナンバリングについては、旧ガイド（現ガイド 21-1）のコンセプトをそのまま

踏襲するものとし、ガイド 21-2 上で言及することとした。 

 

５．今後の作業スケジュールと出版予定について 

新ガイド 21 のフランス語バージョンの作成について、Mr. Weissinger (ISO/CS)は、

AFNOR からの会議参加者に対し、改めて協力を要請した。 

 

また、同氏から、おおよその計画では、2003 年末頃に、ISO/IEC メンバー投票（4

ヶ月間）に掛けるべくガイド改定案が配布される予定であり、出版は、2004 年の第 1

四半期末を予定しているとの説明があった。 

 

ガイド 21-1（旧ガイド 21）については、ISO/IEC メンバーに配布される際、コメン

トは修正が成された箇所のみに対して出すとの、参加者間の合意が得られた。 

 

今回の議論とは対象外の箇所で、既存の既に合意されているガイド 21-1 （旧ガイ

ド 21）の内容に対するコメントが出ないように、修正個所だけを集めた Amendment を配

布すべきであるという意見がある一方で、それでは読み手が分かりにくいということで、

ガイド 21-1 のテキストに修正個所に下線を引いて、配布してはどうかという意見も出

された。 ただし、後者の場合においては、修正個所以外の箇所についてコメント提出

が出てくる可能性が高くなるとの懸念もあることから、結局、Mr. Weissinger が、彼

の上司にあたる Mr. Smith に、その対処方法について相談することになった。
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４．ISO電子化推進の動き 

４．１ITSIG(ISO/IEC/ITU Information Technology Strategic Implementation Group：情

報技術戦略実施グループ)－第 12 回 ITSIG ニューヨーク総会報告－ 
 

１ ITSIG 議長の任命及び ITSIG メンバーの更新 

新しい ITSIG Chairman である Mr. Bob Feghali（ANSI）より、ITSIG の開発ツール

について、ISO ファミリーになるべく広く（100％を目標として）活用されることが大切

との認識をもっており、そのためには、途上国への浸透を図ることが大切であることか

ら、セミナー、ワークショップの開催による Awareness の向上等の活動への中心的な役

割を果たせる途上国メンバー（3 カ国程度）を ITSIG メンバーに加えるように、理事会

に要請しているとの報告があった。 

 

２ ITSIG 各プロジェクトの報告 

２．１ SDT プロジェクト 

Mr. Ziethen（DIN ドイツ規格協会）より、 ISO サーバの（個人情報）データプロテ

クションに不備があるとして、ISO 理事会決議に基づくデータプロテクションポリシー

である、”Need to know basis “をしっかり実践する必要があるとの意見が出された。 

 

DIN によると、現状では゛Guest log in ゛でサーバに入ると、TC の参加者、メール

アドレス等まで閲覧することが可能となっており、ドイツの法律では、一般のアクセス

者がこうした情報にまでアクセスすることは、法律違反と見なされている。さらに Mr. 

Moyes（BSI）から、ドイツで法律違反ということは、他の国においても法律違反とされ

ることが懸念されることから、事は緊急を要しているとの見解が示された。 

 

こうした意見に対し、Dr. Gerundino （ISO/CS）は、ISO ポリシーとしては、 ゛Need 

to know basis ゛に基づくデータプロテクションを行うことは明確であり、問題になる

のは、技術的に十分フォロー仕切れていない点であるとの見解が示された。さらに、ISO 

Global Directory は、こうした ISO ポリシーと一貫するような Technical 

implementation の構築を進めている旨が述べられた。 

 

こうした意見を踏まえて、Mr. Bob Feghali（ITSIG 議長）は、本件を SDT プロジェ

クト案件にする前に、ISO サーバにおけるデータプロテクションに関する問題点の明確

化並びに、技術的な解決方法を調査し、ITSIG メンバーに速やかに e-mail で周知させる

よう、ISO/CS に要請した。さらに、その調査結果に基づいて、出来るだけ迅速に ITSIG

メンバーで対応することとした。 
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２．１．１ WP1 電子化委員会をサポートする追加 IT サービスの設計と展開 

WP1 が対応するとされる 4 つの以下の案件について、 

Consistent user interface (or committee homepage) 

Management of meetings (organization, announcement, registration) 

Customized notification  

Standardized criteria and services supporting document archiving 

本件は DS（デンマーク）が、プロジェクトリーダーとなるとの確認がなされた。 

 

Mr. HAYS（AFNOR）から、対応する案件が多すぎるため、優先順位を付けて対応を図

っていくべきであり、この 4 つの案件の中では、フランスでは特に、3.に対する不満の

声が多く出ていることから、これを順位 1 番として対応すべきとの意見が出された。 

 

Dr. Gerundino （ISO/CS）からは、全ての SDT プロジェクトに対して言えることだ

が、優先順位も当然ながら、必要最低限何を作るべきかを明確にして、プロジェクトを

進めていくべきであるとの意見が出された。 

 

こうした事を踏まえて、Mr. Bob Feghali（ITSIG 議長）は、WP1 の抱える 4 つの案

件への対応について、スコープ、優先順位、タイムフレーム、必要なリソース（外部リ

ソースがどの程度必要となるのか等も含めて）を、2004 年 1 月までに明確にすることを、

DS、並びに参加表明しているメンバーである AFNOR、ANSI、DIN、JISC（日本工業用準調

査会）、NEN、SCC（カナダ標準協会）（2003/11/10 現在）に求めたいと述べた。 

 

Dr. Gerundino（ISO/CS）より、ITSIG メンバーに対して、各タスクフォースにこれ

までに参加表明しているメンバーは誰か、また他のメンバーでさらに参加する意向があ

るかどうかを確認する e-mail を送るとの連絡があった。また、具体的な各参加メンバ

ーの名前を、数週間以内に WP1 事務局、Mr. Weissinger に、連絡してもらいたいとのこ

とであった。 

 

２．１．２ WP2 委員会作業のための包括的なプロジェクトマネージメントフレームワー

クの設計と展開 

Dr. Gerundino （ISO/CS）は、WP2 は他の WP に比べて、一番優先順位が高いプロジ

ェクトであるとし、これまで、TC/SC 委員会の活動をサポートするツールを数々開発し

てきたが、本案件は最後の重要な大仕事（一から作りはじめることとなるため）と位置

付けており、こうしたサポートツールを開発出来れば、サポートツールの開発としては、

だいたい完成したと言えるレベルに達するのではないかとの見解を示した。 
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Mr. Bob Feghali （ITSIG 議長）は、IT 関連規格を扱う委員会、特に JTC1 にとって

は、特に必要とされるツールなのではないかと考えることから、とりあえずは、JTC１

/ANSI にこのプロジェクトを引っ張ってもらうとし、ただし、他の TC/SC にとってもい

ずれ必要とされるツールとなることは容易に想定されるため、JTC１以外の分野の TC/SC

のフィールドとの調整も図っていくことが重要なことと考えられる、そのためには他の

メンバーの参加が求められるとの見解を示した。 

 

結果的に、AFNOR、CEN（ヨーロッパ標準化委員会）、DIN、DS、JISC が参加を表明し

た。 

 

２．１．３ WP3 電子化委員会ツールの活用によってもたらされる、ISO/TCs のパフォー

マンスへの効果を測るための特定基準及びモニタリングメカニズム 

 

Mr. HAYS（AFNOR）から、調査収集対象となるデータについて、各メンバーボディー

にとっては、ユーザー数、アクセス回数等、取扱注意情報となっているものが対象とな

ることも考えられるので、どのようなデータが必要とされるのかについては、慎重な選

定が必要とされる旨の発言があった。 

 

Dr. Gerundino （ISO/CS）は、電子委員会サポート IT ツールが、規格開発のタイム

リミットについて、どれだけ TC/SC のパフォーマンスを向上させることに貢献したかを

測ることが本来の目的としてあることから、（こうした活動をリードする者として）

ISO/CS が本プロジェクトリードするという提案になっているが、他のメンバーのサポー

トもあって進められることが望ましい旨を述べた。 

 

Mr. Bob Feghali（ITSIG 議長）からは、TMB、CPSG（販売政策諮問グループ）もメ

ンバーに入っておくことが望ましく、少なくとも ISO/CS が、こうしたクライテリアを

見ておくことが必要とされるとの見解が示された。  

 

モニタリングメカニズムの促進によって出てくる結果は、マーケティング活動にも

関係してくることから、CPSG にも大いに関心ある事項である旨が、Mr. Moyes／CPSG 代

表メンバー（BSI）によって述べられた。 

 

以上のことから結果的に、NEN(TMB 代表メンバーとして)、BSI（CPSG 代表メンバー

として）、AFNOR、DIN 及び JISC が、本プロジェクトに対する参加表明を行った。 
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２．１．４ WP4 展開 (Implementation)とフォローアップ 

Mr. Bob Feghali （ITSIG 議長）より、Global Directory 及び e-balloting は技術

的にはほとんど完成されており、今後は、技術的な開発よりもこうしたツールを展開し

ていくこと、すなわち、トレーニング、セミナーの開催などによって TC/SC 議長や幹事

の認識を向上させ、幅広く活用されるようにすることに活動の重点を置くべきではない

かとの見解が示された。 

 

これに対し Dr. Gerundino （ISO/CS）から、Mr. Bob Feghali の見解に基本的には

同意するが、ツールの開発を終了させ、次にテストを行い、その上で幅広く展開してい

くような手順を順次とっていくことが求められるとし、こうした点について、明確な戦

略を持つことが大切である旨の見解が示された。 

 

Mr. Bob Feghali はさらに、WP4 においては、先に述べたことを目的とするトレーニ

ング、セミナーの実施を促進していくこと、TMB には、TC/SC におけるこうしたツール

の活用を広げるビジネスプランを作ることが、望まれるのではないかとの見解を述べた。 

 

e-balloting については現在、TC/SC レベルへの展開が進められる前段階にあるこ

とを考慮し、Mr. Bob Feghali は、Mr.Weissinge（ISO/C）に対して、どのような開発要

素が既に完成していて、どのような要素が残っているのか、さらには、全ての TC/SC へ

の展開をどのように進めるのかについて、レポートを作成することを求めたいと述べた。 

 

本 WP については、誰がプロジェクトリーダーを務めるかは保留とし（JTC１あるい

は ISO/CS という提案が出された）、DIN、DS、NEN、JISC が参加表明を行った。 

 

２．２ ISOurce プロジェクトについて 

Mr. France（JTC１）より、本プロジェクト（特に ISOurce development、各国の国

内電子化委員会をサポートするITツールの開発について）について大いに関心があり、

出来るだけの貢献をしたいと考えているとの発言があった。 

Mr. Bob Feghali（ITSIG 議長）は、ISOurce development についての進捗状況につ

いては少なくとも ITSIG メンバーには周知されることが大切との意見を述べた。 

こうした意見に対し、Dr. Gerundino （ISO/CS）からは、ITSIG メンバーには、開

発状況が周知されるような手段は既になされている旨の指摘があった。 

 

Mr. Bob Feghaliはさらに、ITSIGメンバー以外のISOメンバーに対しても周知され、
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ISOurce development への参加が促進されることが求められることから、そうした ITSIG

以外の外のISOメンバーとのコミュニケーションがもっとも大きな課題であるとの見解

が示された。 

 

２．３ ITSIG DEVITAS プロジェクト 

ISO/CS が途上国メンバーに提供するサポートサービスとしては、現在、Basic 

connectivity（Med2000 及びその延長）と On site training（ISO’s services and 

e-Balloting）という“Packages”が存在する。その他新しい“Packages”として、IT

インフラの開発や、ある程度 IT インフラの整った国の標準化活動のサポートを目的と

した幾つかのオプションが検討されている。そうした中で、追加的な要素として、ISO 

e-Learning という取り組みが進められている。 

 

ISO e-Learning について、Dr. Gerundino （ISO/CS）は以下の説明を行った。 

 

これは、ISO 長期戦略に基づき、2002 年にフィージビリティスタディを完了し、ISO

理事会戦略常任委員会［Council Standing Committee of Strategies/CSC STRAT（※）］

の推奨を受けて、ISO 理事会の承認のもと始まったものである。 

 

※ 理事会に対し、適切な政策、戦略及び関連知る問題を助言する委員会。理事会

により任命される 6 人の理事会メンバー（任期 2 年）及び 4 つの ISO 政策委員会の議長

からなる。 

 

ISO e- Learning は、大卒レベル保持者、標準化専門家、開発途上国の標準化機関

スタッフ等を対象とし、国際標準化 TBT 協定における国際標準化の適用に関しての専門

知識を提供することを想定している。 

 

ISO 事務局長が、この構築のために必要な財政的なリソースの確保に責任を持つこ

ととなっている。この ISO e-Learning のドナーを募集したところ、これまで DIN と JISC

（JETRO ジュネーブ経由での協力）の 2 つの組織が、名乗りを上げサポートしてくれて

いる。他のいくつかの組織（例えば UN）との協力を図るべく話し合いが進められている。 

 

技術的には既に利用可能なものがあるので、今後は、デザインと展開の段階になる。

2004 年には、10 カ国程度の開発途上国標準化専門家とともに試行を行っていきたいと

考えている。  

 

従って、ITSIG のサポートはもはや必要とはされないことから、今後も ITSIG のも
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と本プロジェクトの作業を進めるべきかどうかは、疑問である考えている。しかしなが

ら、こうした活動の過程で得られた情報のいくつかは、ITSIG に紹介することになるで

あろう。  

 

Mr. France （JTC１）は、JTC１SC36“Learning technology” は e-Learning シス

テムに大変関心を持っており、リソース提供をしていきたい旨述べた。 

 

Mr. Moyes（BSI）からは、途上国 IT サポートについては、どのようなサポートがそ

れぞれの国で行われていて、他にどのようなサポートが、さらに求められているのか等

についての情報が、継続して ITSIG メンバーに周知されることは大事だとしても、

DEVITAS プロジェクトを ITSIG の一つのプロジェクトとして残しておく必要は、もはや

ないのではないかとの意見が出された。 

 

こうした意見を受けて、DEVITAS プロジェクトを終了させ、こうした情報に関して、

ISO/CS は ITSIG メンバーとの継続したコミュニケーションを図ることとなった。 

 

２．４ XML プロジェクト 

２．４．１ XML metadata standards 

 

JTC1/SC32/WG2によって、Metadata standards specificationに関する規格ISO24706

の開発が、進められている。現在は、WD 段階（2003 年 12 月 31 日までに第２WD が準備

される予定）にあり、2004 年 5 月に CD 投票に掛けられる予定となっている。 

 

Standards registry とは、上記の Metadata standards specification をベースと

したデータベースを言う。JTC1 では、Metadata standards specification の第２WD の

進行状況にに合わせて、2004 年１月に最初の Standards registry が可能になる予定。 

 

OASIS（※）は、standards metadata を使った Standards registry を既に開発して

いる。  

（以上、Report on Standards Metadata Project ITSIG Plenary, Nov 2003,NYC Bob 

Hager 参照。） 

 

What is OASIS? 

（OASIS ホームページ http://www.oasis-open.org/より引用） 

OASIS is the Organization for the Advancement of Structured Information Standards, 

a not-for-profit, global consortium that drives the development, convergence, and 
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adoption of e-business standards. Members themselves set the OASIS technical 

agenda, using a lightweight, open process expressly designed to promote industry 

consensus and unite disparate efforts.  

 

What does OASIS do? 

OASIS produces worldwide standards for security, Web services, conformance, 

business transactions, electronic publishing, topic maps, and interoperability 

within and between marketplaces.  

Who are its members? 

OASIS has more than 2,000 participants representing over 600 organizations and 

individual members. Members are providers, users, and specialists of XML-based 

standards. 

ISO では、ISONET（※）というものを持っており、これが ISO の持つ registry と言

える。 

What is ISONET? （ISO ホームページ http://www.iso.ch より引用） 

To help users find information on ISO standards and on the several hundred thousand 

standards and technical regulations in use throughout the world, ISO has created 

ISONET, the ISO Information Network. 

ISONET is an agreement between standardizing bodies to combine their efforts to 

make information on standards, technical regulations and related matters readily 

available.  

ISONET is founded on the principle that in each country there is a body - usually 

the ISO member -, which has a broad knowledge of standardizing and regulatory 

activities in that country. As a party to ISONET, the body in question agrees to 

expand this knowledge to the utmost extent and to share its experience and exchange 

information as required with similar bodies in other countries.  

Electronic links between information systems of ISONET members are provided via 

WSSN, World Standards Services Network. The World Standards Services Network（WSSN）, 

is a network of publicly accessible World Wide Web servers of standards 

organizations around the world. Through the Web sites of its members, WSSN provides 

information on international, regional and national standardization and related 

activities and services. 

活用されるデータ等に関しての一定のルールを規定したものに、ISONET Manual（※）

というものがある。 
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ISONET Manual（ISO ホームページより引用） 

Specifies data elements and exchange formats for describing standards documents, 

regulatory documents and their subject content for the purpose of exchanging 

bibliographical information about these documents. 

 

これに関係して、規格の検索や規格購入の便を図るために整備された規格の国際的

な分類を定めた ICS（※）というものが存在する。 

 

International Classification for Standards (ICS) 

（ISO ホームページより引用） 

Serves as a structure for catalogues of international, regional and national 

standards and other normative documents, and as a basis for standing-order systems. 

 

Dr. Gerundino （ISO/CS）は IRTG (Information Retrieval Tools Group)について

以下の説明を行った。IRTG は ISO Network conference からの提案に基づき、理事会の

承認を経て設立された委員会であり、ISO/CS が事務局を務める。業務は、ICS 及び ISONET 

manual のメンテナンスとアップデートにあり、XML metadata プロジェクトとの協力の

もと進めることが求められている。 

 

※ ISO Networking conferences（ISO ホームページより引用） 

ISO Networking Conferences are to serve as a forum for exchange of views among 

professional managers and experts of the ISO community on questions of 

information, marketing, public relations and training. 

 

さらに Dr. Gerundino は、XML metadata プロジェクトでは、ISONET manual にある

既存の metadata とのマッチングを図っていくことが重要であると述べた。 

 

Mr. Bob Feghali（ITSIG 議長）は、いくつかのコンソーシアムは規格を無料で提供

するべきであるという考えから、規格情報を無償提供する動きがあると述べ、ISO/CS

及び CPSG に、こうした動きへの対処について検討を促した。 

 

Mr. Bob Feghali はさらに、Commercial aspects の観点や、利用者及び消費者の利

便性を考えると、Standards registry は、なるべくハーモナイズされたものが利用可能

となることが重要であり、そのために、どの部分をハーモナイズさせる必要がるのかを

明確にしていくことが必要であること、そのために、ITSIG、JTC１、IEC、OASIS その他
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との連携が必要ではないかと述べた。 

 

また、XML metadata standards プロジェクトリーダー（Mr. Bob Hager）は、規格

をより親しみやすいものとし、規格に対する認識を向上させるためにも、他の多くのコ

ンソーシアムからのデータ提供も必要とされると述べた。  

 

Dr. Gerundino は、ITSIG として、諸々の関連した側面を考慮した上で、2004 年に

おける進め方について明確にするよう、XML metadata standards プロジェクトリーダー

（Mr. Bob Hager）に求めた。 

 

２．４．２ Authorizing of standards in XML  

 

Dr. Gerundino （ITSIG）は、以下の通り述べた。 

 

ITSIG では、2002 年時点で、TC/SC が規格開発や、それを ISO/CS に提出をする際に、

XML を活用していくことに関しては、XML をうまく扱うことが出来るツールがまだ十分

に市場に広まっていない（現在広く使われている text editor である MS Word も、まと

もな XML ファイルを作り出すことが出来ない。）等の理由から、XML DTD（文書型定義）

を作ること、規格の開発者に配布するという結論を出すのは、まだ次期尚早であるとい

う結論を出した。 

 

しかしながら、将来的に市場が XML に対応できる十分なレベルに達してきた時に

備えて、準備しておくことが必要ではないかとの認識から、小町氏（JISC）からの提

案を取り入れ、JISC 及び JTC1SC34 との協力のもと、TC/SC が XML ベースで規格開発や

それを ISO/CS に提出する際に利用できる XMLDTD の開発を進めることにした。 

（こうした意味合いから、XMLDTD プロジェクトは、パイロットプロジェクトと認

識されている。） 

 

ISO においては現在、XML ベースの規格の開発及び提出は、全体の 5％未満と、き

わめて限られた数でしかないものの、将来的に XML ベースで規格開発及び提出をした

いとする JTC１を含む TC/SC に対して、必要十分な XMLDTD を提供出来るようにしたい

と考えている。  

 

JTC１においては、開発に対してフォローし、他の JTC１SCｓに対しても、活動状

況をきちんと伝えるようにしておくことが、非常に重要である。 
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今回の ITSIG 総会においては、この意向をサポートすること、しかしながら、ISO

全体としては、XML フォーマットに基づく規格作りを推奨することはしないという決議

を取ることを求めたい。 

 

Mr. Bob Feghali （ITSIG 議長）は、Commercial aspects の観点からすると、XML

ベースの規格は多くの付加価値を提供できるようになることは間違いないので、別の

組織が作ってしまう前に出来るだけ早く XMLDTD を開発し、ISO で承認されることが望

まれると述べた。 

 

ITSIG 決議 55XML-authoring の確認の際に、小町氏がリードして行われているパイ

ロットプロジェクトについて、ITSIG メンバーに情報をオープンにする必要性が認識さ

れ、Mr. Bob Feghali は、小町氏に依頼し、プロジェクトについての情報を Dr. Gerundino

に連絡してもらうよう要請した。ITSIG メンバーには、今後 ISO/CS から情報が連絡さ

れることになる。 

 

３ 過去の ITSIG プロジェクトに関係した活動報告 

３．１ GRP(Graphics Resource Pool)プロジェクト     

 

Mr. Ziethen （DIN）から ISO/CS に対して、60 もの ISO メンバーが、GRP で保管さ

れている図表を活用しているという数字は有意義なものではあるが、一方で、なぜ提

供者が BSI、DIN、AFNOR3 団体だけなのかとのの問いがあった。 

 

これに対し Dr. Gerundino （ISO/CS）は、いくつかの ISO メンバーが GRP への参加

を検討しているものの、この 3 団体ほど大きな production of drawing chain を持っ

ているメンバーがないことなどから、こうした結果に終わってしまっているのではな

いかと述べた。また、ISO メンバーにおける production of drawing には、なるべく一

貫したアプローチを取ることや、無駄な労力を掛けないようにするためにも、なるべ

く多くの ISO メンバーが、この GRP に参加することが望まれると述べ、今後、どのよ

うにしたら、GRP 参加メンバー数を増やせるのかについての検討が必要であるとの見解

を示した。 

 

Dr. Gerundino は、ISO メンバーから、どのくらいの（数の）drawings が ISO/CS に

提出されているのかとの Mr. Bob Feghali （ISO/CS）の問いに対し、正確なデータは

手元にないものの、ISO で作られる drawings のうち、約 60％は、ISO/CS、DIN、AFNOR、

BSI で作られるものであると述べた。さらに、Production of drawing の 60％を占める

メンバーが GRP に参加し、drawings を共有することで、大きな利益を参加メンバー間
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にもたらしていることは言うまでもないと述べた。 

 

本件について、Mr. Bob Feghali は Dr. Gerundino に、正確なデータを提出するよ

うに求めた。 

 

参加メンバー数を増やす方法については議論されず、その他特にメンバーからはコ

メントはなかった。 

 

３．２ SGML プロジェクト 

 

Dr. Gerundino （ISO/CS）、SGML（XML）の報告によれば、SGML プロジェクトは、デ

ータマネージメント、作業工程のマネージメントに役立つとして、1997 年の理事会承認

のもと、DIN をプロジェクトリーダーとして進められているプロジェクトであり、2002

年に中間報告書を提出、今後は最終報告書案を ISO/CS の Production department との

相談の後、2003 年に（Return and Investment に関する点も含めた） 最終報告書が提

出される予定である。その報告書の内容から、Dr. Gerundino は、ISO/CS は SGML ベー

スの文書作成数を増やしておらず、というのも、ISO メンバーのほとんどは、ISO/CS か

ら Word や PDF の文書ダウンロードしかしていないからであると述べた。しかしながら、

そうしたネガティブな面がある一方、この SGML プロジェクトで培われたインフラ的要

素は、将来の XML ベースの文書作成に活かせるものであるという良い面もあることを述

べた。 

 

SGML プロジェクトにさらなる投資をするべきか否かという点については、結論とし

て、少なくともカスタマーニーズが存在していること、将来の XML への準備としては非

常に有益なものとなることは間違いないことから、これ以上のさらなるリソース投入は

しないものの、ISO における SGML capability は残すこととし、むしろ、XML DTD にリ

ソースを投入していくこととなった。 

 

さらに、Mr. Bob Feghali （ITSIG 議長）からの提案もあり、参考情報程度として、

SGML publishing によってもたらされるベネフィットについての調査を行うこととなっ

た。 

 

３．３ ＰＤＦ 

 

Dr. Gerundino（ITSIG 議長）より Acrobat 5 のタスクフォースから、今後の ISO メ

ンバーの production、publication における、Acrobat の活用に関する推奨事項につい
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て、以下の説明がなされた。 

 

我々が望む、望まないに係わらず、世界は動いている。Acrobat は 4 から 5 へ、5か

ら 6 へとバージョンアップしてきた。一般の人々（企業で勤める人など）は、簡単にそ

のバージョンをアップしたものを活用している。しかしながら、ISO メンバーの中には、

顧客等との関係など、いろいろな制約もあって、常にバージョンアップすることができ

ないメンバーも存在する。このような事情で、昨年の ITSIG では、Acrobat4 以上のバー

ジョンへの移行について、まだ準備が出来ていないとして見送った。 

 

その後タスクフォースは、より使い勝手のよい一連のオプションを定めた、Acrobat 

distiller 4、5 及び 6 の利用を、すべての専門家、TCs、ISO/CS 及び、出版部門を持っ

ている ISO メンバーが活用することを強く推奨している。今回の ITSIG 総会では、

Acrobat distiller の、人々への活用の促進を促す決議を求めたい。  

 

そして、DRM との関連も考慮し（現在の DRM では、Acrobat 6 レベルが求められてい

る）、ISO/CS としては、2004 年の 6 月末までには、Acrobat 6 への移行を図りたい。 

 

本件に関しては、タスクフォースの推奨事項や、Acrobat 6 への移行が承認、決議さ

れた。  

 

４．ISO の e-Services 2003 

 

Mr. Bob Feghali （ITSIG 議長）は、ISO Secretary General の意向として、ISO メ

ンバーに ITSIG の活動状況についてもっと認識してもらうために、毎年 ISO 総会で、活

動状況についてのプレゼンをするように要請されていると述べ、ISO メンバーの ITSIG

活動に対する関心をもっと高めるために、そのような場を大いに利用したい旨述べた。 

 

５．2004 年 ITSIG ビジネスプラン 

 

Mr. Bob Feghali （ITSIG 議長）は、ITSIG 総会参加メンバーに対し、DEVCO（開発

途上国対策委員会）メンバーからのニーズとして、Virtual meeting の実現を期待する

声がある事に触れ、ITSIG として何が出来るか考えて行くべきではないか、たとえば、

ITSIG SDT WP1 などでの検討を進めることが出来ないかという問いを投げかけた。 

 

これに対し、Mr. Ziethen（DIN）は、本件は将来重要な案件になると思われること、

技術的には、例えば Open text が“meeting zone”という電話会議の方法があり、PC 画
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面上で書類が同時に参照できるようなソフトが既に開発されていることから、検討が進

められるのが望ましいのではないかと述べた。 

 

一方、Dr. Gerundino（ISO/CS）は、まずは既存の作業にリソースを集中させるべき

で、そうした新たな案件に、今リソースを割り振るのは適当でない旨述べた。 

 

Mr. Bob Feghali は、ISO/CS に対して、そのモジュールのコスト、ISO メンバーへの

適用を図る場合に想定される追加コストについて、試算を検討するように要請した。ま

た、ITSIG メンバーに対しては、ISO 政策委員会などの特別なグループにおける場での

試験的な適用についての可能性を検討するように求めた。 

 

５．１ DRM(Digital Right Management)プロジェクト  

 

Mr. Moyes/CPSG 代表メンバー（BSI）より、以下の説明があった。 

 

CPSG（販売方針顧問グループ）では現在、POCOSA 協定（※）に Digital Rights につ

いての条項を盛り込むべく、作業を開始しようとしている。目標は 2004 年 1 月までに、

詳細な草案作りが求められている。 

 

※ISO には POCOSA（The joint ISO/IEC Policy on Copyright and Sales/著作権と

販売に関する ISO/IEC 共通政策）協定というものが存在する。 

協定の内容については、CPSG が担当している（日本からは、（財）日本規格協会 黒

田普及事業部長が参加している）。  

 

ISO Secretary General は、より強制度の強い条項を盛り込みたいとの意向をもって

いる。さらに、ITSIG に対しては、CPSG が考える条項が、技術的にサポート出来るもの

であるかどうかのアドバイスを求めたいとしている。 

 

こうした説明、意向を受けて、ITSIG では出来るだけ CPSG に協力することとした。 

 

Dr. Gerundino （ISO/CS）から、ビジネスプラン上には幾つかのタスクが記載され

ているが、同時並行的に進めるのは好ましくなく、WP1 Analysis of IT solutions 

supporting DRM and of their applicability by ISO and its members をまず進めた

上で、その結果を判断、その後順次タスクに移っていくのが適当であるとし、まずは、

WP１に特化すべきであると述べた。 
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なお、今回の会合においては、ANSI、BSI、DIN、NEN、SAI、SCC（カナダ標準協会）

が DRM プロジェクトへの参加表明をした。 

 

６ 次回の ITSIG 総会 

 

ITSIG は、ISO 理事会の下に位置付けられている、IT に関する戦略委員会である。

ITSIG 総会は通常毎年 11 月に開催されていたが、理事会の開催時期を考えると、理事会

に対して、最新の ITSIG の活動状況についての情報を提供することが出来ないこと、ま

た、理事会における ITSIG 活動への予算が承認された後に、ITSIG ビジネスプランを考

えていくということでは、新たなプロジェクトを追加したり、削除したりというという

フレキシビリティに欠けることが懸念されることから、次回の ITSIG 総会は、2004 年月

14 日、15 日（ジュネーブ）にて開催されることとなった。
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（１） SDT（Standard Development Toolbox） プロジェクト 

－ITSIG/SDT第１回目会合報告－ 

 

１ ISO Global Directory（GD）について 

１．１ Domain administrators(Super admin)の GD への登録作業が進行中 

 

ISO/CS による説明は以下のとおり。 

 

eB2 を機能させる上で深く係わりを持つ GD（※1）は、現在までのところ、まだメン

バーボディー自身で十分マネージメント出来るレベル（※2）にはなってはおらず、

ISO/CS でもこうした点に対する取り組みは、まだ十分になされていないのが現状ではあ

るが、これが GD に対する、次に向けた取り組みとなる。 

 

ISO/CS によって、現在、Domain administrators(Super admin)情報（名前と住所）の

GD への登録作業が進められている。これまでのところ、94 のアクティブ ISO メンバーボデ

ィーの内、27 のメンバーボディーから提出された Domain administrators(Super admin)情

報を GD に登録している。 

 

登録を済ませていないメンバーは、出来るだけ早く登録を済ませるようにしてもらいた

いと考えている。今回の SDT メンバーには、自分の所属するメンバーボディーに確認し、   

登録していない場合は、すぐにでも登録するように求めてもらいたい。 

 

※１：eB2 ユーザー、すなわち、Domain administrators(Super admin)及び投票者に関

する情報を、GD に登録することで初めて、eB2 が機能し出す。同じ理屈で、近い将来に

は、TC サーバのユーザー情報と同じ情報を、GD に登録することで、初めて TC サーバに

新たに求められる役割が発揮されることになる。すなわち、現在までのところ、TC/SC

幹事によって、TC サーバユーザー情報が全てメンテナンスされているが、こうした情報

が GD 上でメンバーボディーによって、登録管理されることになるので、TC/SC 幹事は、

こうした作業から解放されることになる。  

 

※２：Domain administrators(Super admin)によって直接、TC サーバユーザーを GD 上

で登録管理する等のレベル。 

 

１．２ Domain administrators(Super admin)向けの GD セミナー参加者受付中 

 

2003 年 11 月 10 日（月）、12 月 15 日（月）、2004 年 1 月 12 日（月）それぞれに、Domain 
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administrators(Super admin)向けの GD セミナー開催を予定（9月末に各メンバーボディー

に通知済み）しており、随時参加者を受け付けている。セミナー会場の大きさに限りがあ

るので、参加希望者は早く申し込みをしてもらいたいと考えている。今回の SDT メンバー

には、自分の所属するメンバーボディーに参加を呼びかけてもらいたい（ISO/CS）。 

 

administrators(Super admin)向けの GD セミナー内容は、技術的なものなのかどうかと

の AFNOR からの問いに対し、ISO/CS は、このセミナーは、決して技術的な説明をするもの

で は な く（ も ち ろん 基 本 的な ア ー キテ ク チ ャー は 説 明が 必 要 とな る が ）、

administrators(Super admin)が、自分で GD 機能を使って、実際に投票者等の登録管理を

していく場合に、具体的にどうするのか、そのやり方を説明する内容のものであると   

述べた。 

 

administrators(Super admin)は、GD 内の登録ユーザーをどのように定義するのか、さ

らには、administrators(Super admin)が、GD を使いこなせるようになるためのマニュアル

文書のあるのか等の AFNOR からの問いに対し、ISO/CS では、GD 内の登録ユーザーを定義す

る ア ト リ ビ ュ ー ト を 提 供 す る と 同 時 に 、 第 1 回 目 の セ ミ ナ ー ま で に は 、

administrators(Super admin)用のガイドブックを作成し、セミナーで配布する予定である

と述べた。 

 

１．３ GD の試行についてのメンバーボディの進行状況 

 

SFS（フィンランド規格協会）は、GD のトレーニングを経て、既に実際に GD を活用して

いる。 

その他、DS、NEN、SIS、DIN において GD の試行が進められている。現在までのところ、

GD に見受けられる懸念と言えば、ID やパスワードを間違って入れると、それが間違いであ

るとと判断するのに時間がかることである（ISO/CS）。 

 

GD に登録する情報を、ISO/CS と各メンバーボディー間で交換することが出来るように

するための情報交換ファイルの開発状況に関する、AFNOR からの問いに対して、ISO/CS は、   

①各メンバーボディーが、GD に必要とされる情報の提出をする際に使われる情報交換   

ファイルの開発が進められており、特にローカルで GD を持つメンバーボディーにとっては、

ローカルの GD で情報をアップデートした場合などに、ISO/CS にある GD 情報とのシンクロ

を素早く図ることが出来る。この情報交換ファイルは、XML ベースで作られており、ISO/CS

では既にこのファイルの定義づけを終了している（TC/SC 委員会レベルでの役割なども既に

この中で定義されている）。あとは、本 SDT プロジェクトグループで確認、承認の上、全て

の ISO メンバーボディーに配布することを予定していると述べた。 
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１．４ DIS/FDIS ユーザー以外のその他の CD、NWIP レベルなどのユーザー登録について 

 

こうした点の進捗状況はどうなっているのかとの DIN からの問いに対し、ISO/CS は、

DIS,FDIS レベルより下のレベルのユーザー登録については、最近 ISO/CS としても取り組み

始めたばかりであり、よりシンプルで使いやすいものにするために、GD の再構築を図って

いると述べた。  

 

引き続いて、ISO/CS より、以下の説明がなされた。 

 

現在、ISO/CS では既存の TC サーバ上のユーザー情報をもとに、情報を整理して、登録

作業を進めている。これは非常に骨の折れる仕事となっている。さらにこうした作業中に、

TC サーバの TC/SC パフォーマンスへのインパクトの確認や、追加ユーザー情報が無いかど

うか、TC/SC 幹事に確認するなどの作業も加わるため、全ての作業が完了するのは、早くて

も来年第 2四半期になる予定である。  

 

また、2003 年末までに、JTC１委員会内レベルでの TC サーバを使った投票を可能にすべ

く準備が進められている。JTC１内での投票が成功すれば、一般の TC/SC の委員会内部用電

子投票への展開をする予定である。JTC1 の内部電子投票は最も扱いが難しいものであるた

め、この投票タイプが成功すれば、その他一般の TC/SC レベルの内部電子投票への展開は、

容易に進められると考えている。 

 

GD に登録する情報の各メンバーボディーにおける確認（及び提出）も大変手間がかかる 

ことから、十分な期間が必要であるとの懸念が DIN から出され、ISO/CS では、いろいろな

懸念、問題等を明確にし考慮した上で、一連の進めていきたいと考えていると述べた。 

 

２． TC サーバの TC/SC による活用状況について 

 

現在の TC サーバの活用レベルは、文書の保管やコミュニケーションツールとしての活

用が主で、議論をするためのツールとしての活用はまだ少ない（ISO/CS）。 

 

TC/SC の 50％が TC サーバを使っているが、DIN からの、詳細な TC/SC の数についての問

いに対し、ISO/CS は、現在全体数約 730 のうち約 360 から 370 程度の TC/SC が TC サーバを

活用していると述べた。 

 

TC サーバを使う TC/SC の情報（どの TC/SC が TC サーバを使っているのか）を、全ての
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TC/SC に定期的に示すべきではないかとの DIN からの指摘に対して ISO/CS は、TC/SC によ

る TC サーバ利用状況に関するレポートを、TC サーバ内のフォルダーにアップロードするこ

とは可能であるが、TC サーバユーザーのそれぞれが持つ役割に応じて、TC サーバ内情報に

アクセス出来る範囲が違うため、こうした情報をアップロードする場所次第では、アクセ

ス出来るユーザーと出来ないユーザーが出ることになる点が懸念される。したがって当面

は、こうした情報を SDT メンバーに、定期的（4半期毎）に提供するようにしてはどうかと

述べた。さらに、（議長の提案もあり）少なくとも、SDT エリア（SDT メンバーのためのサ

イト）にアップロードしていき、SDT メンバーが他の関係者と協議し、どのレベルまでオー

プンにするかを検討しておいてもらうこととなった。 

 

さらに、AFNOR から出された、TC/SC サーバ上の文書数についての情報提供の妥当性に

ついての問いに対し、議長は、TC サーバを利用する TC/SC に関する情報は、例えば、どの

産業分野の TC/SC が TC サーバを使っているか等の分析をし、その情報を役立てることも考

えられるが、文書数についてはその必要性はよく分からないと述べた。こうした情報提供

について ISO/CS でも、その付加価値が認められないと考えると述べた。 

 

DIN からの、現段階ではなく、将来において役に立つかも知れない情報として、TC サー

バのユーザー数についての情報提供も必要ではないかとの問いかけに対し、ISO/CS として

は、TC/SC サーバのユーザー数まで確認し情報提供するところまで、作業範囲を広げること

には疑問を感じるが、将来的には考えられなくもないことを述べた。 

 

議長より、TC サーバ利用する TC/SC 情報以外に、追加としてどんな情報が必要となる場

合でも、そのような情報を作るにはそれなりのリソースが必要となってくる。そのため、

他に追加情報を必要とする場合は、どんな情報を、なぜ必要なのかを明確にしていくこと

が求められると述べ、今回の会合参加メンバー間で了解された。 

 

TC サーバの開発状況について、もっと TC/SC 幹事との直接的なパイプを作って、情報を

周知させると同時に、TC サーバの開発に関して、TC/SC 幹事からの直接的なフィードバッ

クが、もっと期待できるのではないかとのジェトロジュネーブ事務所中久木からの問いに

対して ISO/CS は、その点は、以前 TC2002 プロジェクトにおいて既に議論されており、そ

の際は、TC/SC に対する TC サーバに関する調査をするべきではないことになった。が、今

年の末から来年のはじめに向けて、TC サーバは役に立っているか、利点は何か、もっと追

加すべき機能は何か等についての調査結果が得られる予定となっている。さらに、ISO/CS

から TC サーバを利用した TC/SC 幹事とのコミュニケーションや、メンバーボディー内での

コミュニケーションについては、十分図れているものと考えている。現在、TC サーバへの

移行が進まない理由は、既存の TC サーバ以外のサーバに慣れ親しんでいるユーザーが、新

 34



しく TC サーバへ移行するのをおっくうに感じていることや、TC サーバへの移行に伴い訓練

が必要となっていること等のいろいろな理由が、TC サーバを利用していない要因となって

いると考えていると述べた。ただし、特定の TC サーバグループユーザーのユーザーニーズ

を把握していくための、コミュニケーション戦略は考えておく必要があるかもしれないと

述べた。  

 

 

３．ISO/IEC JTC１の TC サーバへの移行について 

 

JTC1 は、全ての SC において TC サーバの利用を図ることを考えているのか、さらに、JTC1

で実施する委員会内部用電子投票を、一般の TC/SC へ展開を図る際には、追加コストが発

生することなく、展開が図れるのかとの DIN からの問いに対し、議長（JTC1 幹事）は、全

ての SC が、将来的には TC サーバに移行することになるだろう。ANSI が幹事国を引き受け

ている SC は、TC サーバへの移行をすることになる（現在では例えば、SC37）。既に、幾つ

かの SC（SC24、25）では TC サーバの移行がなされている。それぞれに既に活用している

IT 環境があるために、短期的には無理でも、長期的には、全ての SC が TC サーバへ移行す

ることになると述べた。 

さらに、JTC1 の内部用投票は、基本的には、他の一般の TC/SC の内部用投票と同じであ

ることから、JTC１での内部電子投票の構築は、他の TC/SC への展開において、最低限の移

管作業負荷をもたらすことで済むこととなると考えていると述べた。なお、2003 年末まで

に、JTC1 内部用電子投票の試行を行うこと、JTC1 でも GD を使っているとの補足説明があ

った。 

  

４．電子投票プロジェクトについて 

 

分散電子投票をしている幾つかのメンバーボディー（オランダ、フィンランド、     

デンマーク）でも既に、eB2 を活用している。その他、AFNOR も分散電子投票に関心がある

と、ISO/CS では認識している。また、JISC については驚いたことに、eB2 を直接利用する

ことなく、ロボットのようなシステムを用いて電子投票をしているとの報告が、ISO/CS よ

りあった。 

 

５．自動的なコメント収集ツールについて 

 

ISO での自動的なコメント収集ツールと同じものを、国内レベルでも利用することは、

ISO との規格開発活動プロセスにおいて、スピードアップを図ることが期待出来るとの    

コメントが ISO/CS よりあった。 
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DIN では、既存の ISO コメント収集ツールと同じものを国内でも使っており、良好であ

ると述べた。しかしながら、前のバージョンは、ISO 上での決まりに従ったファイル名が既

に決められて（pre-selected file）おり、国内事情が ISO と違うことから使いにくい点が

あったので、国内事情に合わせて、ファイル名を選べることが出来るような新しいバージ

ョンを待ち望みながら、旧バージョンを使っていたとも述べた。 

 

ISO/CS より、リソース等の問題から、この新バージョンは、現在テスト中で、開発が進

んでいない状況にある。関心のある SDT メンバーには、テストに参加してもらいたいとの

要請があった。 

 

AFNOR では、国内的に開発したコメント収集ツールがあり、興味ある他の SDT メンバー

と使用感の情報を交換したいと述べた。ISO/CS では、他のメンバーボディーが、国内的に

コメント収集ツールを開発した、あるいはしているという情報は持っていないと述べた。 

 

６．ISO/TC ビジネスプランー改訂版テンプレートについて 

 

改訂版 BP テンプレートについては、TMB で承認されており、TC 幹事には、2003 年 11

月/12 月には、TC サーバ（Public holder）を利用して用意されることになる。2004 年 9 月

末までには、全ての TC は、改訂版 BP テンプレートへの移行を図ることが求められている

と ISO/CS より説明があった。 

 

７．今後の ITSIG/SDT プロジェクトについて 

 

ITSIG/SDT NO3 に基づいて議論が進められた。 

 

ISO/CSは、今後のSDTプロジェクトの特にメインとなるべき作業項目は、Ｐ1.2 Contents 

and structure に記載の 3つの作業項目中、ii Design and implementation of comprehensive 

project management framework for committee work であると述べた。 

 

今後の SDT プロジェクトについてどのような進め方をすべきかとの ISO/CS からの問い

に対して、AFNOR からは、優先順位付けが必要ではないかとの意見が述べられたが、ISO/CS

としては、それも重要なことと認識しつつ、その前段階の問題として、TC/SC において現実

に行われている作業において、本当に必要とされる IT サポートツールを明確にし、その開

発の可能性を確認することが、さらに必要とされていると考えていると述べた。 
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I Design and implementation of additional IT servers は、既に TC2000 プロジェク

トで活動していることから、DIN から、もう一度議論していくことの必要性を確認したいと

の発言があった。それに対し ISO/CS からは、それぞれにまだ明確にすべき点があるとの認

識が示された。（例えば、Management of meeting 分野においては、Scheduling of a meeting

について、まだ取り組みをしておらず、TC2000 プロジェクトについての議論では、live link 

on time のようなツールを使ってはどうかという議論があったが、結論付けられていない）   

 

議長からの提案もあり、今後の SDT プロジェクトの活動について、ITSIG/SDT NO3 に記

載の内容を基に、どこまで達成して、今後、どのような開発が想定（期待）されるのか、

それらの優先順位は、その開発のタイムフレームは、どのような組織構成で行っていくの

かについて、ISO／CS が案をまとめ、SDT メンバーに通知、コメント回収（10 日間程度）の

後、最終的なものを完成させ、ITSIG 総会に資料として盛り込むこととした。
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（２） ISOurce（ISO Open Source ソフトウェア development framework）プロジェクト

－ISOurce 会合報告－ 

 

１．ISOurce は何を目的として、どんな活動をしていこうとしているのか： 

ISOurce 活動の目的は、各 ISO ファミリー（主に ISO メンバーボディー及び ISO／CS）

における Electronic committees（IT 環境下での委員会）運営に必要な IT ソリューション

の構築において、各 ISO ファミリーが所有するリソースの有効活用を図れるように、サポ

ートすることにある。 

 

具体的には以下の取り組みを促進することで、リソースの有効活用を具体化して    

いくことを想定している。 

・各 ISO ファミリーの IT ソリューション構築において、いくつかの ISO ファミリー間で共

有出来る基本ソフトウェアの開発が認識出来た場合、その開発に興味を持つその他の ISO

ファミリーも、共同で開発を進める事が出来るようにする。 

・さらには、そのようにして開発したソフトウェアを ISO ファミリーにオープンにし、そ

のソフトウェアを必要とする ISO ファミリーは、無料で自分の IT ソリューションに組み

込む事が出来るようにする。 

（さらにその ISO ファミリーは、取り込んだ無料のソフトウェアをベースとして、自

分たちのニーズに合わせてカスタマイズしていくことが可能となる） 

 

ISOurce の活動内容とは、このような取り組みを ISO ファミリーが積極的、効果的、円

滑に進めるために必要な、IT サポート環境の構築及び基本ルールの策定をしていくことで

あり、ISO ファミリー間で共有出来る基本ソフトウェアの開発をすることではない。これ

はあくまで、興味のある ISO ファミリーが行うものとなる。（ITSIG ビジネスプランで計上

される ISOurce のプロジェクト経費とは、先に述べた ISOurce 活動をするために計上され

たものであって、ISO ファミリー間で共有出来る基本不ソフトウェア開発のための費用で

はない。こうしたソフトウェアの開発費用は、開発に参加する ISO ファミリーで負担する

こととなる） 

 

なお、このソフトウェア開発とは、Live link をベースとした開発だけを想定したも

のでは決してない。したがって、複数の ISO ファミリー間において開発目的を同じくする

ソフトウェアは、どんな IT 環境下で起動するものであれ、ISOurce のサポート対象範囲

となりうる。 

 

２．ISOurce はこれまでに何を行ってきたのか： 

ISOurce は本会合以前に、2003 年 11 月の ITSIG 総会で正式にその発足が承認される前
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に 2 回、承認後に 1 回の会合を開催している。AFNOR、DS、SIS、JISC の参加は、今回の会

合が初めてとなる。 

 

回 日時 会合 場所 参加者 

１． 2002 年 10 月 31 日 

09:00-17:00 

ISOurce co-ordinating meeting ISO  ISO/CS 

DIN 

２． 2003 年 4 月 4 日 ISOurce meeting DIN ISO/CS 

DIN 

NEN 

３． 2003 年 6 月 20 日 

10:00-11:00 

ISOurce Team meeting 

(Phone Conference) 

ISO ISO/CS 

DIN 

NEN 

 

これまでの会合を経て、ISOurce では、ISOurce の任務の明確化（各 ISO ファミリーに

おける Electronic committees（IT 環境下での委員会）運営に必要なソフトウェア開発を

促進するための環境作り）、ISOurce 活動の方向性の明確化（ISOurce platform, Guideline, 

Collaboration, Development という 4 つの大きな柱のもと、その活動を進めていくこと）、

さらには、Electronic committees（IT 環境下での委員会）運営に必要なソフトウェア開

発に対する潜在的なニーズを探るべく、Business questionnaire なるものを作成し、

ITSIG メンバーに配布している。 

 

３．今回の会合の論点、決定事項 

３.１ISOurce の基本的な 4 つの大きな活動について： 

ISOurce 活動の基本的な 4 つの大きな柱である ISOurce platform, Collaboration, 

Guideline, Development について、ISO/CS から説明がなされた。 

 

ISOurce platform： 

ISOurce の活動目的を満たすために必要な IT 環境の構築として、ISOurce ホームページ

が運営されている。基本的には 一般向けのオープンななサイトとクローズドなサイトに分

かれている。 

 

一般向けサイトには、ISOurce の任務、ライセンスアグリーメント（ISOurce のサポー

トのもと開発されたソフトウェアを、必要とする ISO ファミリーがダウンロードするなど

して自分の IT ストラクチャーに取り込む際に、ISO ファミリーが守るべき条項）どんな開

発プロジェクトが ISOurce のサポート対象プロジェクトとして動いているかについての概

要、ISOurce に関する連絡先情報などが掲載されている。 
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議論の結果１． 

一般向けサイトにおいて、既に ISO/CS に居ないスタッフの名前を、ISOurce に関する連絡

先情報から削除すること、さらには、ISOurce がサポートするプロジェクトへの参加をする

にはどのようにしたら出来るのかについて、簡単に説明された手順を載せることした。 

 

クローズドサイトは、3 つのタイプのサイトに分かれる。一つは ISOurce メンバーや

ITSIG メンバーがアクセス出来るサイトであり、もう一つは、ソフトウェア開発に参加し

ている ISO ファミリーがアクセスするサイト、さらには、開発されたソフトウェアを入

手したいとする ISO ファミリーがアクセスするサイトである。 

 

ISOurce メンバーや ITSIG がアクセス出来るサイトには、ISOurce 活動に関わる文書（会

議の議題、文書、議事録、先に述べた Business questionnaire、任務、プロジェクトに

関係する文書、メンバー及びその役割情報等が載る。 

 

議論の結果２． 

ISOurceメンバーやITSIGがアクセス出来るISOurceサイトと、ISODOCサイトにあるITSIG

サイトとのリンクを張るようにする。さらにこの ISOurce サイトには、ISOurce のビジネ

スプランを載せることになった。 

 

ソフトウェアの開発に参加している ISO ファミリーがアクセスするサイトには、共

同開発をしていく上でプロジェクトメンバーが守るべき基本原則、持つべき役割及び最

低限必要とされる手順、さらには、進行中のプロジェクトについての情報が載る。 

 

議論の結果３． 

この ISOurce サイトには、ISO ファミリーからの提案を投げ入れられるボックスのようなも

のを設けることとした。 

 

開発されたソフトウェアを入手したいとするISOファミリーがアクセスするサイトとし

て、CVS サーバというものがある。ここには、開発されたソフトウェアのコードがアップ

ロードされる。ソフトウェアに新たに修正が加えられた場合は、誰によって、いつ、どの

ような修正がなされたのかが表示されることとなる。ソフトウェアを必要とする ISO ファ

ミリーは、このサーバからダウンロードすることになる。また、Building and Test 

automation というものがあり、ここでは、入手対象であるソフトウェアが、いろいろな IT

環境下（Soralis8,Intel Window 2000,Linux）で問題なく起動するかどうかをテストする

ことが可能となる。このテストをするための英語ツール自体も、ダウンロードした上でカ
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スタマイズ（日本語ベースにするなど）することも可能である。 

 

議論の結果４． 

ISOurce のサポートによるソフトウェアの開発を行う際に、参加を希望する ISO メンバ

ーボディーは、専門家を、その ISO メンバーボディーの承認のもと派遣する旨の合意書

の提出を ISO/CS（ISOurce 事務局）に対して求められることになる。これは、開発に参

加する専門家が、ISOurce のガイドライン（開発にあたり参加者が順守すべき基本事項）

を守ることについて、その責任を持つことに合意する内容となる。こうした合意は、次に

記す Licence agreement をも合意することをも意味する。 

 

議論の結果５． 

さらに、開発されたソフトウェアを、自分の IT ストラクチャに取り込みたい ISO

メンバーボディーは、取り込む際に順守すべき Licence agreement に合意（サイン）す

ることを要求される。現在、ISO/CS によって作成された licence agreement 草案があ

る。とりあえずは、ISO/CS の弁護士に、何か問題があるかどうか、内容の確認を求め

ることとなった。合意の仕方は、PC の画面上でクリックする事で可能とするようにす

るなど、なるべく簡単にするように努めるものの、初期の段階においては、e-mail で

確認することとなる予定。 

 

議論の結果６． 

先に配布された Business questionnaire の回収は終わっていない。今回の ISOurce 会

合参加を希望しないメンバーは、その提出期限は 9 月末頃までになっているため。したが

って、その期限が終わった後提出された分を現状分析し、結果をの全ての配布メンバーに

送ることとする。（依然として提出しないメンバーには、リマインダーとしての効力を持た

せる）最終的な分析結果は、今年 11 月の ITSIG 会合の際において発表される。 
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議論の結果７． 

ITSIG の他のプロジェクトとの関係に置いては、ITSIG/SDT との連携の可能性が示唆

されたものの、基本的には、ITSIG/SDT のプロジェクトは、ITSIG/SDT の責任のもと展開さ

れるものであり、ISOurce のサポートによるソフトウェアの開発は、その開発に興味のあ

る ISO ファミリーの責任のもと開発されるものであることから、必要に応じて連携を持

つという程度で十分ということとなった。また、DEVITAS との連携も、実際的な貢献を

期待するものでは正直ないものの、「政治的な理由」から付けておくこととした。さら

に、開発するソフトウェアのソースについては、その権利を誰が持っているのか、ISOurce

において共有出来るものであるのかどうかの確認が、提供者やコンサルタントに対して求

められることになった。 

 

議論の結果８． 

新しいソフトウェア開発を進める際の基本的な条件として、 

・ その開発のスコープと目的が共有できるものであること。  

・ 少なくとも 2 つ以上の ISO ファミリーの参加が必要であること。 

・ 1 年間は、ISOurce のサポートするソフトウェア開発プロジェクトとして進めることが

出来ることとするが、それ以上は、ISOurce のサポートによるプロジェクトとしない。

引き続きそのプロジェクトを続けたい場合は、開発に参加している ISO ファミリーのみ

で、その開発を継続することとなる。 

・ 開発を効率的、円滑に進めるために、メンバーの誰かがコーディネーターとしての

役割を担うこととする。コーディネーターは、ISOurce のガイドライン（開発にあた

り参加者が順守すべき基本事項）に沿って、ソフトウェアの開発が行われているかを

確認しなければならない。（これは、通常の ISO/TC/SC の Secretariat の役割に似てい

る。しかしながら、こうしたソフトウェア開発プロジェクトの進め方は、通常の

ISO/TC/SC のように、数々のルールに従って一つ一つ進めていくような感じではなく、

よりフレキシブルに進められるべきであることが、現在の ISOurce メンバー間で共通に

見られる認識である。 

・ 開発が進められた際に、Coordinator は定期的に、その活動状況（概要）を報告す

ることが求められる。 
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議論の結果９． 

ISO ファミリー、ITSIG メンバー、ISOurce メンバー及びソフトウェア開発に参加する

メンバー（P メンバー、O メンバー）は全て、Global Directory (GD)に登録され、

その参加ステータスや役割に応じて、ISOurce online 内情報にアクセス出来る範囲が

制限されることとなる。ちなみに、ISOurce メンバーレベルでは、開発ソフトウェア

プロジェクトに関する情報（詳しい中身に関する情報）にアクセスすることは出来ない。

従って、こうした情報を得るには、少なくともそのプロジェクトにオブザーバー参加

する必要がある。 

なお、ISOurce に関する Advertisement や News については、全てのメンバーがアクセス

可能になるように、ISOurce online 内で情報が用意されるようにする。 

 

ガイドライン： 

ISOurce のガイドライン（開発にあたり参加者が順守すべき基本事項）について、DIN のリ

ーダーシップにより、分類表（順守すべき基本事項を大きな分類毎に分けて、さらに詳細

化してあるもの。具体的には、Agenda の Draft Mind Map と標記された分類表を参照のこと）

が作成されている。 

 

ここに書かれている基本コンセプトについては問題ないということで、そのコンセプトを

説明したもの（ガイドライン）の作成についての検討がなされた。 

 

議論の結果１０． 

まずは、それぞれの大きな分類項目（Organization, Technology, ソフトウェア

Development）のもと、上から３階層レベルまでのガイドラインについて詰めていくことと

した。なお、そのガイドラインの内容は、詳しいものとはせず、出来れば 2、3行程度のシ

ンプルで分かりやすいものにすることとした。 

まずは、10 月 1 日までに ISO/CS、NEN、DIN が草案を作ることとし、その作成において

は、ISO/CS が事務局的な役割をすることとなった。Live link 上に直接議論できる場が

設けられ、ISOurce メンバーは、草案を基にコメントや新しいアイデアを提出していく

ことになる。ISO/CS は 出された意見の調整役となる。項目毎のガイドラインについて、

投票などで ISOurce メンバーのコンセンサスが得られた上で、ガイドラインとして採用

することとした。 

 

Development: 

ISOurce メンバー間で、すでにいくつかのソフトウェア開発提案が出されており、その開発

が進められようとしている。新たな開発提案も出されている。 
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議論の結果１１． 

こうしたソフトウェア開発について、誰がコーディネーターとしての役割を持つのかが、

今回の会合で改めて明確にされた。 

 

３.２ 次回の ITSIG 総会に向けた対応について： 

ISOurce のプロジェクトは、ITSIG（親委員会）の承認のもと進められる。したがって、

今回の ITSIG 総会の際に、参加メンバーが、ISOurce の活動は ISO ファミリーのニーズのあ

るもので、今後とも活発に進めていくべきものであるとの認識を持つようになることが必

要であるとの認識に基づき、どのようなプレゼンを総会の場ですべきかについて議論がな

された。 

 

議論の結果１２． 

ITSIG メンバーに対し、ISOurce platform の中身をいくつか示すこと、さらには、現在の

活動状況及び今後 2、3年間の計画について、ITSIG メンバーに示すこととした。 

プレゼン案を10月 6日までに作り、ISOurce メンバー内で確認の後、10月 15日までに ITSIG

総会文書に含めるように手配することとした。 

今後の活動方針として、今後（当面は 2004 年）の ISOurce 活動に対して、ITSIG 親委員会

のサポートを得ることと同時に、ISOurce の活動の目的からして、ITSIG 親委員会メンバー

のみならず、ISO の全てのメンバーとのコミュニケーションを図っていくことが必要である

ことも ISOurce メンバーの間で認識された。 

 

 

３.３ 今後の会合日程について： 

議論の結果１３． 

次回の会合は、 

・ 2003 年 12 月 8 日 11：00 から、ISO/CS が基点となって、電話会議を開催することとし

た。 

・ 2004 年 2 月 10 日にジュネーブ（ISO/CS）において、会合を開催することとした。 
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５．IEC規格の市場適合性確保の動き－IECグローバルレレバンス（GR）－ 

 

IEC においては、1999 年から、IEC 規格作成手続において、いかに世界市場の状況、もし

くは、規制の状況等を反映させ、各国で受入れが容易な規格を作成していくかについての

検討が行われてきた。 

2002 年 10 月には、上記のような観点から市場適合性（GR：Global Relevance）について

の手続規定が制定され、今後の適用についての議論が行われていくこととなった。 

これを受けて、2003 年 4 月に GR のセミナーが開催された。 

以下に、GR の経緯等を含め、セミナーの報告を行う。 

 

（１）市場適合性（GR）の検討経緯 

GR については、1999 京都大会の CB（Council Board）において米国からの提案がなされ

たものである。IEC 規格については、WTO／TBT 協定上、国際規格として認知されるととも

に、各国において任意の規格、強制基準のベースとして用いられることとなっているにも

関わらず、実際には、市場の実態を適切に反映する手続きが取られていないため使用され

ない規格が多いのではないかとの問題意識から始まったものである。 

これを受けて、CB においてタスク・フォース（GRTF）を設置し、実態調査（アンケート）

が実施された。アンケートは、TC17，TC61，TC62，TC100 に限られたものであったが、その

結果、各国のメンバーでは 50～55％の IEC 規格しか採用していないという実態が改めて浮

き彫りとなった。 

この調査結果をベースにさらに議論したところ、CB/GRTF 報告 2001 年 2 月において、「GR

を規格本体に参考表記する」等の方針が示され、CB はそれを了承した。さらに、CB におい

て、運用手続の設定のために、SMB（CA）アドホックグループの設置が決定された。 

SMB アドホックグループは、GR の運用のためのガイドライン等を検討し、2001 年 12 月

に実施方針（名称、規定としてなど）を報告し、残りの検討を、CB アドホックグループに

委ねることとなった。 

CB アドホックグループは、検討結果として実施方針（AC/135/2002：名称 EDR 等）を策

定し、2002 年 10 月に CB 承認が得られたものである。 

 

（２）IEC 国際市場性実施方針の概要 

 

①IEC／GR の基本目的 

IEC／GR の基本目的は以下の通り。 

・主要な世界市場のニーズに対応するために作成 

・地域的な、基本的かつ永久的な特質は、規格開発/改正で考慮されることが重要 

・要求事項に基本的相違があるものの併記を、同等な要求事項であることを前提に許容 
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・複数国の事情規定(in some countries 条項)は適用可能だが、重複があるかどうか 2 年後

に見直しを行う 

 

②IEC／GR の基本原則 

IEC／GR の基本原則は幾つかのフェーズに分かれており、その概要は以下の通り。 

 

基本原則 1 

・主要市場のニーズに合致するもの 

・要求事項に基本的相違があるものの併記 (*) を、規定（本体又は規定附属書）として国

際規格に組み入れ可 

注* essential differences in requirements（EDR と略す） 

・主要市場分野以外の有益な相違の情報は、参考付属書として記載可 

 

基本原則 2 

・規定として EDR を規定するための根拠 

→ 技術インフラにおける相違（電圧、周波数等） 

→ 気候条件の相違 

・これ以外の特質を規定として組み入れる場合には、NC は検討のため TC／SC に提案が必要 

 

基本原則 3 

・電気システムを特性づける EDR の関係規格 

 －周波数 IEC 60196 

 －電圧 IEC 60038 

 －電流 IEC 60059 

 －接地方式 IEC 60364 

・気候条件の相違の関係規格 

－分類 IEC 60721 

 

基本原則 4 

・複数の寸法がある場合の扱いも規定として適用可 

－Directives  第 2 部付属書 E 

・EDR は、並列型規格ではなく、大部分の要求事項が同一であるもの 

 

 

③IEC／GR の実施手順の概要 

以下に IEC／GR の実施手順を流れに沿って説明する。 
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実施手順 1 

・各 EDR 提案とその理由（justification）は、NC の承認が必要 

・各提案には、技術的理由、市場性の理由及び IEC 規格化された結果の当該国での取扱い

を含める 

・できるだけ早い時期、遅くとも CD 終了前に提案 

実施手順 2 

・EDR は、CDV や FDIS に含まれることが必要 

・知的財産権（IPR）条項は、NWIPS に適用必要 

・EDR の包含反対だけでの反対投票理由は不可 

・どの段階での投票でも、EDR 反対投票には技術的／市場性理由添付が必要 

 

④各国毎に異なる法律・規制に基づく要求事項 

国によって、法的技術規制が異なることにより、IEC 規格をそのまま受け入れられないこと

もあるが、その場合の手続は以下のとおり。 

・法律・規制に基づく要求事項の相違は、参考附属書に記載 

・付属書の記載事項 

 法律、規制の引用 

 技術的理由付け 

 担当官庁等 

・付属書は、規格本体の該当項目で引用 

 

⑤複数国の事情規定 

複数国の事情規定(in some countries 条項)は、Directives の I 補足指針に基づき適用可

とするが、重複の内容の検討のため、EDR 実施の 2 年後に再評価することとなっている。 

 

⑥既存規格の改正 

もちろん GR は新規規格のみに適用されるのではなく、既存規格にも適用されることが必要

である。むしろ、数や影響力から言えば、市場に適正でない既存規格をいかに円滑に改正

していくかが重要といえる。 

この場合の手続は、以下の通りとなっている。 

・NC は、従うべき方法（EDR、法律・規制、複数国の事情規定）を示して、該当 TC/SC 幹事

に提案 

・EDR による既存規格の改正提案は、提案理由必要 

・メンテナンス期間短縮による早急な ER 組込みの提案は、その旨提案に明記し、SMB 幹事
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にも参考に写しを送付 

・TC/SC 幹事は、メンテナンスサイクル短縮のため公式通知を SMB 幹事に送付可 

⑦実施 

IEC/GR は、まだ、ルールや具体的な規格の書き方等についての議論が行われているところ

であるが、実際に実施するに当たっては、以下の手続きを取ることを基本としている。 

 

・SMB は、EDR 及び法律・規制の組込みの監視システムを構築定期に報告。これは、年後見

直しの基礎となる。 

・SMB/DMT は、これらの手続きで Directives 改正が必要か検討 

 

（３）IEC 規格における具体例 

 

・EDR 

IEC 60282-1, 60761-1, 62122, 60081, 60432-3, CISPR 13 

・EDR その他 

IEC 60038, 60269-1, 60309, 60947-1 

・法律・規制 

IEC60898-1, 60730-1, 60432-3 

・複数国の事情規定 

IEC 60998-1, 60730-2-8 

・その他の例 

IEC 60282-1, 60898-1, 60691 

 

GR 実施 

セミナーにおいても、様々な疑問点が出されたが、それを踏まえて、質疑応答の形式で以

下にまとめてみる。 

 

・市場規模 

①Significant Segment of Market の解釈は 

→ TC/SC で合意できるもの（question of common sense） 

②１カ国で大きなマーケットがある国の扱いはどうするのか？ 

→ マーケットとして判断すればよい。 

注意： 反対論もあり 

③マーケットの規模を、何で説明するか？ 

→ 既存の市場規模、（利用者）人口の規模など。 

データも NC が認めたものである必要がある。 
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・GR が適用できる条件 

－Justification に反論なければ、受け入れ 

－安全などの要求水準は同じに 

"Difference should be equally safe.” 

 

・いつ、提案するか？ 

－NP のときがよいが、CD の最後の段階までに 

－NC の判断による 

 

・CD レベルで提案があったときの扱い 

①WG の関与？ 

→ GR 提案の採否を決めるのは、TC/SC レベル 

－WG で案にどう入れるかは検討されるかもしれない 

②規格作成作業が遅れるのでは？ 

→ 採否は、委員会開催を待たなくても、郵便投票でも可能 

③沢山の GR 提案や、次々に出てきたときの扱い？ 

→ TC/SC レベルでの決定を 

 

・提案国の採否の扱い？ 

→ 提案時に、その国での採択の扱いの情報を含める 

－受入れは、保証は求められないものであるが、そうあるべきもの 

 

・更に Instruction が必要では？。 

→ 7 月末までに Instruction のようなものをまとめる。 

また、今回セミナー（Q&A 部分含む）については、次回 SMB に報告予定 

 

・2 年の期限の始まりはいつ？ 

→ 6 月の SMB 会議以後（開始不明） 

－GR 実施方針では、2 年後に見直しを行う予定 

 

・提案時期は？ 

－できるだけ早く（遅くとも CD 段階終了前） 

－技術とマーケットの両方の理由付け必要 

－できるだけ複数国という説明を 
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－利用に関する見通しも添える 

 

・技術インフラ、気候条件、寸法以外も可能性あり 

 

・TC／SC での決定 

 

・指針(instruction)作成予定 

 

・2 年後に見直し予定
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第Ⅱ部 地域レベルにおける標準化及び認証システムの動向
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１．より環境に配慮した製品、プロセス、サービスを目指すEUの取り組み 

 

１．ニューアプローチ指令における欧州規格の位置付けと役割及びその波及効果： 

EU においては、域内のモノ、サービス、資本、労働の移動に対するすべての障害を  

撤廃すべく、1985 年より「EU 統一市場」形成への取り組みがスタートした。そうした

中、EU 域内の技術的貿易障害も減らす取り組みが進められることになり、そのために

取られたアプローチが、現在においてニューアプローチと呼ばれるものである。 

 このニューアプローチにおいては、法的文書であるニューアプローチ指令というもの

が、EU 加盟国に対して発行される。この指令は法的拘束力があり、EU 加盟国は、法的

にこれらを履行する義務を持つことになっている。この指令は、市民の健康、安全、消

費者保護及び環境保護に関し、国家規制の格差によって貿易障害が形成されている分野

において、その法的調和を目的として必須要求事項（EU としての共通政策要求事項）

が述べられており、その要求事項に適合する製品は、CE マークを表示することができ、

EU 共同体域内を自由に移動させることが可能となる。 

したがって、企業にとって、EU 域内においてビジネスを行うためには、このニュー

アプローチ指令に適合した製品、プロセス、サービスを供給することが、義務として課

される。 

 しかしながら、このニューアプローチ指令自体には、先にも述べたように、必須要求

事項又は、法令の望ましい結果のみが記載されており、この目標を実現する具体的な 

方法、すなわち、詳細な技術的要求事項については触れられていない。  

 この技術的要求事項については、適切な欧州標準化団体［CEN（欧州標準化委員会）、

CENELEC（欧州電機標準化委員会）、ETSI（欧州通信標準化協会）］によって開発される

欧州規格によって補完されることになっており、これら欧州標準化団体は、特定分野の

規格を、EU 委員会から出されるマンデート［Mandate：すべての利害関係者のコンセン

サスに基づいて、限られた期間内に開発するという EU 加盟国と欧州標準化団体との合

意（EU 委員会によって管理される。）］に基づいて、開発することになっている。  

 したがって企業は、ニューアプローチ指令に適合した製品、プロセス、サービスを  

提供するためには、欧州標準化団体から発行される欧州規格との整合性を図ることが、 

必然的に求められることになる。 こうしたことによって、EU の政策要求を、企業の

作り出す製品、プロセス、サービスに具現化させることが可能となるのである。  

 なお、ここで言う企業とは、欧州の企業に限らない。欧州においてビジネス活動をす

る全ての企業が当てはまる。欧州への製品の輸出や、サービスの提供をしようとする全

ての企業は、ニューアプローチ指令の順守及び、該当する欧州規格への整合性を図る必

要性が生じてくるのである。最近雑誌等で公告されている富士通グループの経営方針に

おいても、特定有害物質の使用を制限する「欧州 RoHS 指令」への適合が宣言されるな

どしている。 
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２．環境（保全）的側面を考慮した欧州規格策定の推進： 

2003 年 6 月 25 日、EU 委員会企業総局は、「EU の標準化への環境側面の統合」と題す

るコンサルテーション文書を発表している。 

欧州の規格策定システムのステークホールダー全てに対して、欧州規格に記載される 

適切な規定によって、製品、プロセス、サービスによって生じる環境影響が改善される

ことを認識させ、環境を考慮に入れた持続的な処置に取り組むことを奨励することを 

目的として発表されたものである。  

 その中身を簡単に紹介すると、まずは、欧州規格策定に係わる全てのステーク     

ホールダーの意識を、「環境を考慮に入れた、すなわち、環境（保全）的側面を考慮   

した規格作りを常に心がける。」という意識に変える必要性が述べられている。    

そうした観点から、環境側面のノウハウを普及させ、意識を高める有益な方法の一つと

して、教育訓練が上げられている。 

 次に、そうした意識を持ったステークホールダーをサポートするために、関連する 

情報の提供が必要であるとしている。具体的には、環境に関する専門家の      

ネットワークを通じて、技術的アドバイスを提供する環境ヘルプデスクと呼ばれる   

システムが、CEN に創設されている。 

 さらに、規格策定プロセスにおいて、欧州における関連するステークホールダー全て

が、欧州各国レベル、EU レベルにおいて、関わることが出来るようにする必要性が述

べてある。 

 また、こうした動き、考え方を促進するための手段として、可能な限りの奨励策を  

施す必要性が述べられており、具体的には、法的な奨励策、環境ラベルの活用及び、  

環境にやさしい EU 規格に対する EU 賞の創設などが述べられている。 

 そして、ISO（国際標準化機構）や IEC（国際電気標準会議）などの国際規格との関

連についても触れられており、そこでは、環境側面を導入する欧州規格が、関連する国

際標準化を促す可能性があると述べている。 

以上に述べる事は、至極当たり前の事ではあるが、一つ留意しておくべきことがある。 

それは、ISO や IEC などが策定する国際規格における欧州規格の影響度である。 

今日のグローバル社会経済において、グローバルな企業活動をしていくためには、ISO、

IEC などの国際規格の活用は、企業にとって必要条件となっているが、ISO、IEC におけ

る国際規格の策定の現場を覗いてみると、その大部分の規格策定参加メンバーは、欧州

メンバーで占められている。それは、欧州規格としての欧州のアウトプットが、関連す

る国際規格策定において、大きく影響する可能性が高いことを意味している。 

こうした意味合いからも、欧州における欧州規格策定の動向は、企業にとって、決して  

無視出来ないことと言えるだろう。 
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３．欧州の環境配慮規格の策定動向： 

環境を配慮した欧州における規格開発活動の具体的な現状について、欧州レベル  

として、CEN、CENELEC、国レベルとして、BSI（イギリス規格協会）、DIN（ドイツ規格

協会）、AFNOR（フランス規格協会）に対して、2003 年 2 月に実施された調査結果を、

以下に紹介する。 

 

３．１ 環境配慮規格の策定指針導入状況： 

環境保全を念頭に置いた規格作りを進めるための指針として、ISO Guide 64「製品規

格に環境側面を導入するための指針」、さらに、特に電気電子分野の規格作りに対して

は、IEC Guide 109:1995 『環境側面－電気･電子製品規格への導入』という指針が存在

する。 

すべての標準化機関が、製品規格の開発に ISO Guide 64 又は IEC Guide 109 を導入

している、または、奨励しているとの回答があった。また、規格開発を担当する技術委

員会を支援するため、ISO Guide 64 導入のためのガイドラインを独自に整備している

機関もあった。表に整理して次の通りに示す。 

 

質問 

 

機関 

製品規格開発に ISO Guide 64

［または IEC Guide 109］を導

入しているか。 

ISO Guide 64（または IEC Guide 109）

導入のためのガイドラインがあるか。 

CEN 導入している。 分野共通ガイドラインがある。 

分野別ガイドラインはヘルスケア分野

で策定された。建設、ガス分野は現在

作成中。今後、他分野でも策定を進める。

CENELEC 導入を奨励している。 ない。 

BSI 導入を奨励している ない。 

ただし英国規格作成手順の中で ISO 

Guide 64、IEC Guide 109 を引用してい

る。 

DIN 導入している。 分野共通ガイドラインがある。 

AFNOR 導入している。 分野共通ガイドラインがある。 

分野別ガイドラインは各技術委員会が

任意で作成する。 

 

注目されたのは DIN において、環境側面の配慮という点から規格案をチェックし規格

策定委員会に対して勧告や助言を行う ”Environment Coordination Unit（ECU）”と

いう専門の組織が、ドイツ政府の財政支援を受けて活動していることであった。また

CEN においても、ドイツ政府と DIN の全面支援のもとに、DIN/ECU をモデル        

とした ”Environmental Help Desk（EHD）”が 1999 年に設立されていた。これは 2 年

間パイロットプログラムとして活動した結果大きな成果を上げることができた    

ため、現在では CEN から正式な承認を得て活動している。CEN/EHD は、欧州委員会

の”Integrated Product Policy (IPP) ‒ Green Paper（*2）”にも取り上げられてい

る。 
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CEN/EHD の主な活動は、以下のようなものである。 

・ CEN 規格策定委員会に対する環境意識の啓発 

・ 規格原案に対する環境面からのコメント提出 

・ ISO Guide 64 導入のための分野別ガイドラインや環境チェックリストの作成支

援 

・ 規格原案にコメントを行う環境専門家のネットワーク構築 

・ EHD の広報活動 

 

また、2 年間のパイロットプログラムにおける主な成果としては、以下の点が評価

された。 

・ 130 件の規格案件を抽出し、100 件に対して規格策定委員会にコメントを提出 

・ 270 名からなる環境専門家のネットワークを構築 

・ ヘルスケア分野でガイドラインを作成 

 

（*2）Integrated Product Policy (IPP)：製品が環境に与える影響を、ライフサイク

ルを通じて低減させるためにEUが取り得る方策を幅広い観点からまとめたもの。 

３．２ 3R（*3）関連規格の制定状況： 

欧州では、3R に関連する規格は、強制法規や政府との関わりから作成されることが 

多い。例えば包装・包装廃棄物分野で”Packaging and Packaging Waste Directive”

という EU 指令があるが、CEN は、この EU 指令と整合した 3R に関する欧州規格（EN 規

格）を欧州委員会の委任（mandate）を受けて作成している。また、DIN では再使用可

能なワインボトルに関する規格（DIN6080）を制定しているが、背景にはドイツ政府の

要望があった。なお DIN は電気工学用部品・器具の再使用に関する規格も作成中である。 

ただし強制法規との関わりを除けば、どの標準化機関でも、3R に関わる規格を作成

することをそれほど行っていない。これには、産業界の慎重な姿勢や、任意の規格で  

素材の種類や比率を規定するのは困難なこと、また、環境問題は EU レベルでまだ政策

論議が続いているため標準化機関はその結論待ち、といった事情もあるようだ。なお 

環境 NGO からは規格の数値基準設定など 3R に関する要望が強く、標準化機関は様々な

意見のバランスを取るよう努めている。 

 

（*3）3R：リデュース（reduce）、リユース（reuse）、リサイクル（recycle） 
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３．３ 環境ラベル認証制度と規格の関係： 

環境ラベル認証制度と規格の関係は、各国により様々である。それは、認証制度の  

運営形態が国によって異なるためである。欧州では、国によって独自の環境ラベル認証

制度が存在するほか、EU としての環境ラベル認証も加盟各国内で行われている。 

 

   質問 

機関 

国内に環境ラベル認証制度が

あるか。 

環境ラベル認証機関と連携を取って

いるか。 

BSI 英国独自の環境ラベル認証制度は

なく、自己宣言が奨励されている。

－ 

DIN ドイツ政府が運営する環境ラベル

認証制度として、“Blue Angel”

と呼ばれるものがある。 

DIN と ”Blue Angel”の間に公式の

関係はない。規格作成の際、環境

ラベルを情報として考慮することは

ある。 

AFNOR AFNOR が運営する環境ラベル認証

制度として、“NF（フランス規格）

Environment”と呼ばれるものが

ある。 

［AFNOR は EU 環境ラベル（“EU 

Flower”と呼ばれる）のフランス

における認証も行っている。） 

AFNOR 自身が標準化機関であり環境ラ

ベル認証機関でもある。 

NF Environment 認証基準は AFNOR 規格

をベースに作成する。 

認証への利用を視野に入れて規格作成

することはありうる。 

 

３．４ 強制法規と規格の関係： 

各標準化機関はそれぞれ政府当局との連携を図っており、規格が強制法規のツールと

なることも多い。たとえば CEN が作成する環境測定分野の EN 規格は、EU の環境規制に

多く引用されている。また、CEN、CENELEC は EU の委任を受けてニューアプローチによ

るEU指令の整合規格を作成する立場にあり、EU当局とは定期的に会合を持っている（環

境関連のニューアプローチ指令は現在、包装分野の ”Packaging and Packaging Waste 

Directive” がある。また、電気電子機器分野で ”Electrical and Electronic 

Equipment (EEE) Directive” が現在検討されている）。財政的には、CEN、CENELEC は

EU と年間契約を結び支援を受けている。DIN もドイツ政府との関係は密接で、環境測定

分野の DIN 規格は多く法律に引用されているほか、DIN/ECU 及び CEN/EHD の設立に政府

が大幅な財政支援を行い、規格作成にも参加している。 

ただし同時に、各機関とも国際規格との間に矛盾が生じないよう配慮し、国際規格の

採用にも努めている。環境問題は欧州レベルより国際レベルの ISO で議論するのが、    

ふさわしいとの意見も存在する。

 56



２．高齢者・障害者に配慮した欧州規格開発を進める動き 
－Accessible for All Conference報告－ 

 

Conference の講演・質疑応答内容について： 

Conference 内容について、留意すべきと考える点を含めて総括的に以下の通

りに述べる。  

 

１．People with Disability に対する EU 委員会の認識の変化： 

      EU 委員会ではかつて、Disability は苦痛、苦悩が伴うものと認識し、また   

そうした人々は、保護が必要で通常の生活からは別に隔離して扱うものという

見方をしていた。（EU 委員会では、こうした考え方及び対応を、「Medical Model」

と呼んでいる。）      

      しかしながら今では、EU 委員会ではそうした考え方を改め、Disability で  

あるのはその人の問題よりも、むしろ回りの環境がその人を Disability にして 

いると考え、環境を変えていく方が重要だという認識に立っている。 

通常の生活において、こうした人々はもはや、メインストリームの外に存在

する特別な人々ではなく、普通の人々と同等に、通常生活のメインストリーム

の一部をなす人々であると考えられている。 

      すなわち、かつては、通常生活のメインストリームには、普通の人々だけが

存在し、そうした人々の視点から、よりよい環境作りが進められてきたが、  

今では、People with Disability も、普通の人々と同様に通常生活のメイン    

ストリームの中に位置付け、People with Disability をも含めた視点で、より

よい環境作りを進めていこうという考え方に変わっている。（EU 委員会では、   

こうした考え方及び対応を、「Social Model」と呼んでいる。）    

なお、そうした環境作りとは、People with Disability が周りの環境に対し

て、物理的にアクセスしやすくするというだけではなく、むしろ、普通の人と

同じように自分の持つ能力を発揮できるようになることを意味する。例えば、  

こうした人々に雇用機会を増やすということは、単に労働機会への窓口を  

広げるというだけの意味ではなく、普通の人と同じように、能力を磨いて、  

より質の高い仕事、キャリアーを得ることが出来るようにするということを 

意味している。  

さて、このような競争と社会的な結束を目指す考え方は、EU の「2010 年まで

に、世界において最も競争力を有し、ナレッジベースのダイナミックな経済を

築き、より多くのより質の高い労働と社会的結束の向上により、持続可能な経

済成長を実現する。」とのコミットメントに通じるものである。さらに、この持

続可能な成長を実現するには、企業もその責任の一端を担っており、企業のコ
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ミットメントとして、CSR への取り組みが重要視されており、その促進が期待さ

れている。Accessibility for All も、CSR の中で取り組むべき一つの局面であ

ると EU 委員会では認識している。 

 

２．Social Model による People with Disability への対応の重要性の高まり： 

もっとも最近の統計調査によると、欧州全人口に占める People with 

Disability の割合は 14.5％に達しており、数にして、約 3,700 万人が何かしら

の Disability を抱えている人々と言われている。今後、EU 加盟候補である中

央・東ヨーロッパの国々を加えれば、2020 年までに、その割合は 25％になると

いわれており、具体的な対応の重要性、緊急性は否応無く高まっている。（日本

は、2025 年までに 27.4％になる見込み。） 

 

３．Social Model による People with Disability への具体的な対応のためのコンセプト： 

      EU 委員会では、People with Disability が、通常生活のメインストリームへ

の参加をするのに障害となっているもの全てを取り除くことが必要と考えてお

り、そうした視点で見直すべき対象とは、あらゆる分野が対象となると考えて

いる。現在は特に、ビルディング環境（現在、専門家チームによる、EU として

の及び EU 諸国の Legislation の見直しが行われており、具体的な改善提案を含

むレポートが、2003 年末までに EU 委員会に対して提出されることになっている。 

ビルディング環境への Accessibility for All コンセプトのアプローチについ

ては、各国毎のアプローチを調和していくことの必要性が認識されている。ま

た、こうした分野におけるコンセプトを技術的にサポートする手段として、

ISO/TC59SC16-Accessibility and usability of buildings and facilities for 

people with special needs の開発している規格が、将来の欧州規格のベースと

なるべきであるとの指摘がある）及び ICT（eAccessibility の推進。その中で、

将来のデジタル TV の標準化については、Design for All という基本コンセプト

を実現していくことで、産業界の間でのコンセンサスが得られており、今後の

動向が注目される。また、「ICT は、子供も利用する」という視点からも、      

さらなる調査が必要であることが認識されている）の分野に重点が置かれて 

いる模様。 

      さて、全ての障害を取り除くということは、通常生活のメインストリームの

中での製品・サービスが、全てのユーザーにとって Accessible なものになるこ

とで実現されるとの考えから、Accessible for All というコンセプトが生まれ

ている。また、そうしたコンセプトをサポートする上で、People with Disability

の機能的な制限をカバーするための Assistive technology(AT)の開発も重要で

あると認識されており、また、Accessible for All のコンセプトが促進される
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ことで、こうした分野における欧州マーケットの発展が今後大いに期待されて

いる。 

 

４．Accessible for All のコンセプトを具現化する方法： 

      欧州ではニーアプローチのもと、欧州の Legislation（Directives）を補完す

るものとして、欧州統一規格が重要な役割を担っている。欧州統一規格は、

Legislation のコンセプトを技術的に具現化、明確化することを可能とする潜在

的な可能性を持つものであると認識されている。 

     さて、これまで標準化機関における、People with Disability からのニーズへ

の対応としては、Assistive technology(AT)や、Accessible building design

に関係する規格開発をすることで、その対応がなされてきた訳だが、People with 

Disability のニーズを十分に反映したものとはなり得なかった。 

      しかしながら今では、People with Disability のニーズへの本格的な取り組

みが標準化機関で始められ、数々の関連ポリシー、プログラムが策定され実施

されている。 

       そうした中、People with Disability のコンセプトに基づく規格作りをす

るためには、ISO/IEC ガイド 71/CEN/CENELEC ガイド 6 及びこのガイドをベース

としたセクターガイド（例えば、Web sites のための World Accessibility 

Initiative ガイドラインがある。特にこのガイドラインについては、ガイドラ

インが実践された後の統一的な評価ツール及び評価プロセスの開発の必要性が

認識されている）が活用されることが重要であることから、今後、こうしたガ

イドが広く使われるようにするための取り組みの必要性が認識されている。（な

お、ガイドユーザーが一環性を持って使われるようにするため、科学的なデー

タの根拠が必要とされるガイドラインの調査の必要性が指摘されている。また、

日本からは、CEN、CENELEC、ETSI での人間の能力のデータをまとめるワークア

イテムに取り組むべきである点が提案されている。この点について、EU 委員会

の標準化担当責任者からは、欧州の調査研究プログラムである、フレームワー

クプログラムを活用した調査の可能性を探ってはどうかとの考え方が示されて

いる） 

      また、規格プロセスにおいて、People with Disability が、規格開発に参加

する Industry、Manufactures、Service providers との直接的な関係を深め、

本当の意味で、People with Disability のニーズの理解促進を図ることが重要

であり、また People with Disability 自身もユーザーとして、こうした規格作

りに積極的に参加していくことの重要性が認識されている。なお、EU 委員会で

は People with Disability の規格作りへの参加において、リソースの問題が障

害となることを認識している。 
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      さて、規格は Accessible for All のコンセプトを技術的にうまく具現化する  

潜在的な可能性が認識されてはいるが、実際にそうした規格が、規格ユーザー

によって活用され、製品やサービスに反映されなければ意味がないことから、

あくまでボランタリーな性格を持つ規格の力の限界が同時に認識されている。 

 

５．Accessible for All のコンセプトを反映した規格の活用を促進させる方法： 

欧州には、Anti-Discrimination を止めさせる法律は存在しない。アメリカ

では、ADA(Americans with Disabilities Act)及び強力な連邦法規があり、う

まく機能していることから、欧州においても、Accessible for All をサポート

するための法律の策定が必要との指摘がある。なお、法的な状況については、

欧州のみならず、世界的なハーモナイゼーションが望まれると認識されている。 

欧州ではニーアプローチのもと、欧州統一規格は、欧州の Legislation

（Directives）のコンセプトを技術的に具現化、明確化するものとして位置付  

けられている。欧州統一規格と欧州の Legislation が一体となることで、欧州

Legislation のコンセプトが初めて実現できる仕組みになっている。その欧州

Legislation は、欧州各国レベルでの Legislation となることから、それを技術

的に具現化する欧州統一規格（欧州統一規格は半ば強制の形で、欧州各国の規

格として採用されることになっている）はボランタリーな規格ではあるものの、  

規格ユーザーにとっては強制力を持ったものとなっている。 

また、Public Authorities による規格を積極的に活用していこうとするコミ

ットメントが必要であり、規格をベースとした Legislation のみならず、 

Procurement を利用した規格の活用促進の必要性も認識されている。 

しかしながら、これだけでも十分とは言えず、何よりの規格ユーザーである

ビジネスコミュニティーが、ビジネスチャンスとなるマーケットニーズとして

捉え、こうした規格に基づく製品、サービスを提供するようになることが必要

であると認識されている。 

しかし、こうしたことが実現するためには、まずは、Public Authorities や   

ビジネスコミュニティーに対して、Awareness を高めること（トレーニング、    

セミナー、ネットワークの構築などを通じて）が必要であることが認識されて

いる。 

また、特にビジネスコミュニティーの中で、中小企業がこうした規格に基づ

く製品、サービスへの取り組みをするにあたって、具体的にどのように製品、

サービスへ具現化していくかについて、適切な教育訓練のサポートが必要であ

る点が指摘されている。  

さらに、Accessible for All というコンセプトが幅広く認識されるためには、

教育（訓練）機関における、学生等を対象とした教育も大切であることが認さ
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れている。なお、こうした機関に対しては、規格を安価や無料で配布する配慮

も必要であることが認識されている。 

別なアプローチとして、ツーリスト関連の環境を対象にし、People with 

Disability のツーリストにとって Accessible な国であることをアピールする

ためのラベリングシステム（DS3028 on General Accessibility を基礎とする）

の導入がデンマークでは進められている。（この検討にあたっては、国際規格分

野に詳しい専門家の参加も期待されていることから、将来的な国際規格提案も 

想定される）
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３．欧州のエコラベリングシステムについて 

 

１．はじめに 

近年、環境問題に対する国際的な意識の高まりを受け、いろいろな場で、環境に関す

る制度のあり方についての議論が行なわれてきている。 

ここでは、欧州において定着している代表的な 4 つのエコラベリングと EMAS と呼ば

れる環境監査のスキームについて、これらの活動範囲、管理方法、またこれらスキーム

が与えたインパクトを示すデータとこれに関する考察に加えて、最近の動向をまとめて

みた。 

今回の調査では、極力、具体的に対象製品数や実際にラベルを添付している製品数を

把握するよう努めたが、分野の区切り方、モデルのカウントの仕方等が不明確、かつ、

不統一であることから、推定値が多くなっていることをご容赦願いたい。それでも、大

まかな、各制度の規模、範囲及び最近の動向をご理解いただけるものと思う。 

 

２．4 つのエコラベルスキームと EMAS 

 

（１） E Uのエコラベル

 

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

 

 

 

EU のエコラベルは、EU 当局によって運営管理されている唯一のエコラベルスキーム

である。 

本スキームは、1992 年に初めて導入され、2000 年に修正され、EU 環境政策の重要な

要素として位置づけられている。しかしながら、欧州全体のエコラベルに対するコン

センサスがまだ形成されていないことから、あまり普及していない。 

 

範囲、規模および対象分野

 今日までに 22 分野が対象となっており、今後増加する予定である。電気製品の例と

しては、パソコン、ノート型パソコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機があり、

非電気製品の例としては、繊維および紙製品、洗剤、土壌改良剤、塗料および靴製品

がある。 

しかし、最近の記録では、登録数は約 350 と低いままである。このため、最近、欧

州委員会は、広告宣伝活動の強化等の新たな手段を発表した。また、現在、欧州委員

会で検討中の「最終消費機器のエコデザインに関する枠組み指令案」においては、こ

のＥＵエコラベルの認証を取得している最終製品は、同指令案の要求事項を満たして
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いるものと見なされる旨の規定があり、今後、EU エコラベルが急速に拡大することも

考えられる。 

 

法的基盤とガバナンス

EU エコラベルは、任意ではあるものの、1 つの法律（Regulation No. 1980/2000）

で規定されている。このレギュレーションにおいて、以下の 4 つの機関が定められて

いる。 

- 欧州委員会 

- EU エコラベリング理事会（EUEB: European Eco-labeling Board） 

- 規則委員会 

- 諮問フォーラム 

欧州委員会は法律そのものの作成、変更の提案を行う。 

EUEB は中央におかれる運営機関で、エコラベルの基準の設定、見直し及び評価検証

に関する業務を行う。メンバー国や、諮問フォーラムのメンバー等で構成され、事務局

は欧州委員会内に置かれる。 

規制委員会は欧州委員会を補佐し、エコラベルスキームの手順規則を定める。 

諮問フォーラムは、雇用者連盟（UNICE）、零細企業雇用者連盟（UEAPME）、小売業者

連盟（Eurocommerce）、環境 NGO（EEB）、消費者団体（BEUC）、労働組合連盟（ETUC）の

グループの代表者で構成される。 

 

このかなり複雑な体制は次のように運用されている。 

・ 欧州委員会は自らまたは EUEB の要請により、ある製品グループについて基準作

成・評価等の手続を開始し、EUEB にマンデートを与える。 

・ 実際の基準草案・評価等は EUEB の監督の下で作成される。 

・ 草案はまず欧州委員会で可決される。 

・ 各製品グループの基準の承認決定並びにその有効期間は、EUEB との協議の後、規

則委員会が定める。 

 

 さらに、EU メンバー各国に中立的な Competent Bodies が設置され、これらの機関が、

申請の受付、評価、認定等の運営実務を担当している。 

 

資金調達

EU のエコラベルの申請手数料は 300 ユーロ から 1,000 ユーロ と幅がある。年間手

数料は、1製品につき最低額を500ユーロ、最高額を25,000ユーロとした売上高の0.15%

である。 

登録数が低いため収益源はほとんどないが、EU のエコラベルは汎欧州的性質を帯び

ているため、欧州委員会、または、EU 加盟国によって負担されている。 
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（２） ブルーエンジェル

 

www.blauer-engel.de

www.umweltbundesamt.de

www.ral.de 

 

 

 

ブルーエンジェルはドイツを代表するエコラベルである。このロゴは、もともとは国

連の所有財産であったが、1970 年代に国連はドイツ政府に対してこのロゴを環境ラベ

ルの目的で独占的に使用する権限を与えた。ブルーエンジェルの最初のライセンスは塗

料およびワニスの分野で 1977 年に付与された。 

 

範囲、規模および対象分野

 ブルーエンジェルは、現在 10 の分野を対象としている。繊維を対象としていないが、

これは、繊維分野ではドイツで既に安全に焦点をあてた主要なマーキングシステムが存

在しているためである。電気製品の分野では、ノート型パソコンを含むコンピュータ、

プリンタ、ファックス機、TV、コピー機、冷蔵庫および洗濯機を対象としており、現在、

携帯電話を対象に含めることを検討中である。登録数では、再生紙、塗料、絨毯の 3 分

野で全体の 3 分の 1 を占める。 

 1990 年代の成長は限られたもので、1997 年に 4,400 だった登録数は今日では 3,900

であり、過去数年は減少傾向にある。 

 

法的基盤とガバナンス

 スキームの範囲や運営手順は、UBA（ドイツ連邦環境庁）の内部文書である「エコラ

ベルの付与とエコラベル陪審団の運営手順の大原則」を根拠としており、この最新版は

2002 年 5 月のものである。 

主な概要は次のとおりである。 

・ 所有権：ブルーエンジェルの所有権が UBA に属することを定め、UBA がマークお

よびその使用について最終管理権を有している。 

・ 事務局：UBA をスキームの運営事務局と指定。 

・ 最終意思決定機関：スキームに追加する分野およびそれらの分野で適用される基

準を承認する意思決定機関はエコラベル陪審団（Jury Umweltzeichen）。陪審団は

適切な社会グループ全てを代表する最高 15 名の個人によって構成される。 

・ 中間評価機関：事務局は、新基準を上記の意思決定機関に提案するに先立ち、中

間評価のために、最高 3 名からなる個別案件毎の専門家委員会に付す。この専門

家委員会は、①ドイツの主要な産業連盟、②ドイツの消費者団体連盟、③UBA の 3

者によって任命される。 
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この他、RAL（Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen）という独立した非営利団

体が、具体的な基準の適用・評価方法（例えば、自己適合宣言か、第三者認証か）を決

定し、申請の評価を行い、申請の認定又は却下を行う。 

 

資金調達

 ブルーエンジェルは費用を 2 つの部分に分けている。1 つは分野の選別、基準の策定

およびスキーム全体の監督であり、これについてはドイツの政府機関が全面的に資金

を負担している。2 つ目は、RAL による評価手順の策定、評価プロセス、ライセンス発

行および監視で、これはライセンス収入により賄われている。 

 手数料としては、申請手数料として約 150 ユーロおよび 1 製品モデルにつき最高

2,200 ユーロの売上高に応じた年間料を徴収している。義務的な第三者テストの費用は

全て申請者の負担となっている。 

 ブルーエンジェル・スキームの運営費の非常に大雑把な推定額は、500 万ユーロ か

ら 1,000 万ユーロと推定される。 

 

（３） ノルディック・スワン

 

http://www.svanen.nu  

http://www.norden.org

 

 

ノルディック・スワン・スキームは、スカンジナビアの 5 ヶ国（スウェーデン、ノ

ルウェー、デンマーク、フィンランドおよびアイスランド）の政府間フォーラムであ

るノルディック閣僚理事会の決定により 1989 年に設立された。 

 ノルディック・スワンのロゴは、閣僚理事会のロゴを若干変更したものである。 

 

範囲、規模および対象分野

対象分野としては、繊維、紙製品（梱包製品、印刷紙、ティッシュペーパー、おむ

つ）、電気製品（コピー機、プリンタおよび FAX 機、食器洗い機、冷蔵庫、洗濯機）等

があり、対象分野数は 36～60 分野と推定される（SIS エコラベリングのウェブサイト

では 53）。これは、サブカテゴリーのカウントの違いによるものと思われる。 

 同様に、ラベル添付製品のカウントも困難であるが、現在 3,000～10,000 点の製品

で使用されていると推定される。 

 ノルディック・スワンは、1990 年代中頃に成長し、1993 年にはゼロであった登録企

業数が 2002 年までに 600 に増加している。しかし、最近になって、特に紙製品等につ

いて、大手サプライヤー数社が、EMS コンセプト（特に ISO14000 認証）を採用し、ノ

ルディック・スワンの採用を停止した。ノルディック・スワンは、再成長のためにサ
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ービス分野などの新たな分野を加えることを計画している。 

 

法的基盤とガバナンス

 ノルディック・スワンのガバナンスは、複数国にまたがることから、ブルーエンジ

ェルに比べて複雑である。閣僚理事会は、実質的に運営責任を全て NGO 機関に委譲し、

本スキームの運営は、政府の直接的な関与からは独立している。 

 業務は、スカンジナビア 5 ヶ国共同で実施するものと、各国レベルで実施するもの

とに分けられる。 

・ スカンジナビアレベルでの調整 

1989 年にノルディック･エコラベリング理事会という独立機関が設立され、ここ

で、スキームの対象分野と適用基準の決定を行い、内部手順規則を定めている。 

・ 各国レベルでの業務運営（スウェーデン） 

ノルディック･エコラベリング理事会は日々の業務責任をメンバー諸国の代表機

関に委譲している。代表的な例としてスウェーデンでは、SIS エコラベリングと

いう名称の地域代表機関が業務を担当している。この機関の議決権の 10%は政府

が保有し、残りはスウェーデンの標準化機関（SIS）が保有している。 

 第三者によるテストを利用するか否かについての標準的要求は存在せず、各分野の

毎に個別に判断されている。 

 

資金調達 

スキームの最大の運営国であるスウェーデンでは、35 名の職員の人件費の 5％が政

府からの直接助成金で賄われている点を除けば、経済的自立が保たれている。他国も

同様であり、作業部会メンバーの無料奉仕から大きな恩恵を受け続けてはいるものの、

直接費用のほとんどは手数料で賄っている。 

 ノルディック・スワンは普及率が高いこともあり、今回の対象スキームの中では最

も高い手数料を課している。手数料は、1 回だけ支払う申請手数料として約 1,500 ユー

ロおよび年間ライセンス料として 1 生産拠点につき（1 つの生産拠点には複数の製品が

含まれることもある）最低額を 1,000 ユーロ、最高額を 30,000 ユーロとした売上高の

0.4%である。これとは別に、義務的テストにかかる費用は全て申請者の負担となって

いる。 

 

（４） TCOスキーム

 

www.tco.se 又は www.tco.se/eng/index.htm

 

 

 

 TCO は 120 万人の労働者を代表するスウェーデン貿易組合連合である。TCO スキーム
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は、今回対象となった他のスキームとは異なり、様々な意味で興味深く、ユニークであ

る。 

TCO の協議戦略も同様で、複雑な規則に基づいて委員会を設置したり、幅広い代表者

を求める代わりに、インターネットを最大限活用している。 

 

範囲、規模および対象分野

 TCO はエコラベリングにおいて、その関心領域をオフィス機器に限定している。CRT

はコンピュータ･モニタから始まって、最近になってフラット･モニタが追加された。対

象製品の大多数はコンピュータ・モニタである。また、その他の IT 製品も追加され、

最近パソコン用の TCO99 ラベルが発行された。また、キーボード、プリンタおよびコピ

ー機も対象としている。現在 TCO は、携帯電話用に新しいマーク（本セクションの冒頭

右側に表示）を導入したが、携帯電話の登録はまだ行われていない。 

 TCO ラベルはエコラベルではあるが、外部環境よりも職場環境に焦点をあてていると

いう点で、他のスキームとは異なっている。 

 TCO は、コンピュータ・モニタで世界の製品の 50%が TCO ラベルを表示していると推

定している。TCO は非常に限られた分野において成功を収めていると言える。 

TCO は、1990 年代に国際的に大きく成長し、現在の登録製品数は 1500 程度である。 

 

法的基盤とガバナンス

 TCO は外部からの法的又は手続的な制約を受けずに独自の決定を行い、一般からの認

知を確保するために基準の完全な透明化を図っている。 

 TCO のエコラベリング・スキームは、TCO ディベロップメント（TCO スウェーデン専

門職員連盟局）が保有、運営している。TCO ディベロップメントの管理委員会は 4 名で

構成されている。 

 新しい基準の策定においては次の具体的協議ステップが適用される。 

・ TCO ディベロップメントによるコンセプト原案の作成。 

・ TCO 管理委員会によるコンセプトの承認。 

・ 基準草案を作成する 2 つのグループ（運営グループとユーザ・レファレンス・グ

ループ）の設立。 

- 運営グループは、実際の草案を行い、5、6 名の者で構成される。草案作成に

当たっては、ISO14024 要件を尊重する。 

- ユーザ･レファランス・グループは準備草案に対し助言を行う。通常 15 名ほ

どで構成され、労働組合の代表者の参加が多く、製造業者は参加していない。 

・ 基準の最終草案の作成。 

・ 公的な協議の段階。草案は TCO のウェブサイトに掲載される。さらに、利害関係

者には積極的に配布される。コンピュータ・モニタの場合、草案配布先は 500 社

にのぼる。協議段階は約 6 ヶ月間続く。 

・ 基準の決定と新しいマークの立ち上げ。 
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資金調達 

導入初期にはスキーム調査を無料で受けるという形で政府の援助を受けたが、今日

TCO は政府からの援助を一切受けていない。TCO ディベロップメントの 13 名の職員と外

部コンサルタントの人件費やスキームの乱用防止のための市場調査費用は全てスキー

ムからの収入で賄われている。スキームの総収入は年間 350 万ユーロから 450 万ユーロ

と推定される。 

 TCO スキームの手数料は次のとおりである。 

・ 特定のモデルのライセンスに関して 1 回だけ払う「設定料」は 8,000 ユーロと推

定され、TCO認可の第三者認定機関の費用とTCOの設定費用に50%ずつ分けられる。 

・ 年間ライセンス料は Skr5,000（約 500 ユーロ） 

・ 年間ライセンス料は徴収手続が煩雑な割には料金が低く、コンピュータ・モニタ

の平均的なモデル寿命が 2 年を超えることはないので、年間ライセンス料を廃止

することを検討中。 

 

（５）EMAS(Environmental Management and Audit System) 

 

EMAS は、環境監査の欧州での公的な制度で、独自のロゴを有して

いる。環境監査とは、特定の事業所、工場、組織が環境マネージメ

ントの要求に従って、運営されているかどうかを審査するものであ

る。 

 

 

 

 

EMASの動向

設立は 1993 年で、ＥＵ委員会の環境総局が各国の管理組織のサポートを得つつ運営

している。 

EU エコラベルよりも遅れて開始されたにもかかわらず、認証取得数が 3,750 と急速

な普及を見せている。しかしながら、その 67%がドイツに集中しており、残りのうち 20%

が 3 ヶ国（オーストリア、スウェーデン、デンマーク）に集中しているなど、地域的な

アンバランスが目立つ。 

EMAS はエコラベルとは異なり、そもそも、最低限の環境要求への適合を表明するこ

とにより、間接的ながら環境規制当局から認定されるために始まったものであり、EMAS

認定により、同時に、他の環境規制法規によるコストを低減する効果を有する。もちろ

ん、EMAS は全く任意の制度であるが、特に、最近、EU 各国の規制当局が、EMAS を法規
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制への遵守の審査の手段として用いる傾向がでてきているようであり、EMAS の取得件

数が急激に伸びているのもこのような背景があるものと考えられる。 

 

規格との関係

EMAS は当然ながら、ISO14001 と極めて近い制度となっている。ただし、ISO14001 よ

りもチェック対象項目がより細かく規定されていたり、3 年ごとの監査が義務付けられ

るなど、ISO14001 よりも厳格な運用となっているのが特徴である。 

 

３．エコラベルに関する一般公衆の認知度及びインパクト 

 

欧州では、エコラベリングのスキームに対する一般公衆又は企業の認知度の調査はあ

まり実施されておらず、公式なものとしては、ノルディックスワンで定期的に行ってい

るものが唯一と思われる。 

 スウェーデンでは、2 年に 1 回、2,000 人を対象にノルディック・スワンに対する一

般の認知度に関する意識調査を正式に行っている。1996 年には 95%の人がマークを見た

ことがあると答え、90%の人がそのマークが環境保護を示すものであることを知ってい

た。その後 1998 年および 2000 年に行われた調査でも同様の結果が報告されている。 

 それ以外では、消費者や環境を擁護する様々な NGO がエコラベリングへの支持を公

にしているが、一般公衆からのより広い認知を示す証拠はない状態である。 

 一方で、エコラベリング・スキームや環境管理システムの参加企業のウェブサイト

を見ると、積極的にライセンス保有を宣伝するなど、前向きな対応も見られる。その良

い例はドイツ・キャノンである。 

対照的なのは、TCO であり、特定の分野に絞ったグローバルなプログラムの方が、複

数分野を対象として EU のように多様な地域で行うプログラムより前進しやすいと言え

そうである。言い換えれば、EU のプログラムの失敗は、共通の社会目標の下で 1 つに

まとめられるほど狭い地域を対象としておらず、かといって TV 画面の健康への悪影響

など増加傾向にある特定な分野でのグローバルな問題に取り組むほど広い地域を対象

としていないということであろう。 

 

４．エコラベルと国際規格との関係 

 

（１） ISO14000 シリーズの整合性

以上のエコラベル制度は、全て第 3 者認証制度であり、ISO のタイプⅠ環境ラベル表

示制度に該当する。従って、EU エコラベル及びノルディック・スワンにおいては、

ISO14024 へ明確に言及し、適合性を確保している。 

一方、他の制度においては、ISO14024 への明確な言及はないが、ブルーエンジェル

は、ヒアリング調査の結果 90%整合性が取られているとの結果であり、TCO も運営グル

ープで ISO14024 を尊重している。 
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（２） 個別要求事項と規格との関係

 個々のエコラベル制度には、個別製品毎のクライテリアが別途制定されているが、

これら要求事項は、例えば、①エネルギー消費量等の測定方法と、②エネルギー消費量

いくら以下の製品にラベル表示を認めるといったしきい値の二つの基準から構成され

る。 

①の測定方法に関しては、一般的に国際規格や国家規格等の外部の規格をそのまま導

入することが多いようである。例えば、TCO の要求事項は、ISO、IEC、EN 規格と整合性

が取られている。また、ブルーエンジェルにおいては、コンピュータ製品の要求事項は、

視認性については EN-ISO 29241-3、電気安全に関しては IEC60950、EMC は EU 指令、そ

の他は GS のクライテリアをミックスして使用している。 

一方で、②のしきい値については、国際規格、国家規格との間には、明示的な関係は

存在しないのが一般的であるようである。それぞれの制度の機関は、全くのフリーハン

ドを確保する傾向にある。 

 

（３） 要求事項の国際整合化の動き

ISO14024 のような一般的なラベルに関する規格の制定を超えて、個別製品の要求事

項の国際的な整合化を図ろうとする動きがおきつつある。 

【GEN の動き】 

2001 年 10 月に、スウェーデンメンバーの主導により、GEN(Grobal Eco-labeling 

Network)からパソコンのエコラベルのためのクライテリアがウェブ上で公開されて

いる。この文面には、standards や international standards といった文言は使用さ

れていないが、その内容から標準と呼んでも差し支えないものである。 

この提案の中には、世界で最も良いもの(best practice)を調査し、各制度が選択

するという制度が含まれている。例えば、エネルギー消費量については、EU エコラ

ベル又はエナジースターをターゲットとするなどである。 

しかしながら、この試みはまだ始まったばかりで、詳細は、今後のアプローチ次第で

ある。 

【UN/ECE の動き】 

 GEN の活動とは別に、UN/ECE が環境クライテリアのための国際規格開発の可能性の

議論を開始している。しかしながら、塗料とコーティング剤の分野のみであり、しか

も、まだ、事前の議論が開始されたのみである。 
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Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E 
12 December 2003 

 

Original: English 

 

Declaration of Principles 
 

Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium 
 

A. Our Common Vision of the Information Society 
1. We, the representatives of the peoples of the world, assembled in Geneva from 10-12 
December 2003 for the first phase of the World Summit on the Information Society, declare 
our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented 
Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and 
knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in 
promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the 
purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the 
Universal Declaration of Human Rights. 

2. Our challenge is to harness the potential of information and communication technology to 
promote the development goals of the Millennium Declaration, namely the eradication of extreme 
poverty and hunger; achievement of universal primary education; promotion of gender equality and 
empowerment of women; reduction of child mortality; improvement of maternal health; to combat 
HIV/AIDS, malaria and other diseases; ensuring environmental sustainability; and development of 
global partnerships for development for the attainment of a more peaceful, just and prosperous 
world. We also reiterate our commitment to the achievement of sustainable development and agreed 
development goals, as contained in the Johannesburg Declaration and Plan of Implementation and 
the Monterrey Consensus, and other outcomes of relevant United Nations Summits. 

3. We reaffirm the universality, indivisibility, interdependence and interrelation of all human 
rights and fundamental freedoms, including the right to development, as enshrined in the Vienna 
Declaration. We also reaffirm that democracy, sustainable development, and respect for human 
rights and fundamental freedoms as well as good governance at all levels are interdependent and 
mutually reinforcing. We further resolve to strengthen respect for the rule of law in international as 
in national affairs. 

4. We reaffirm, as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in 
Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to freedom of 
opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to 
seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. 
Communication is a fundamental social process, a basic human need and the foundation of all social 
organization. It is central to the Information Society. Everyone, everywhere should have the 
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opportunity to participate and no one should be excluded from the benefits the Information Society 
offers.  

5. We further reaffirm our commitment to the provisions of Article 29 of the Universal 
Declaration of Human Rights, that everyone has duties to the community in which alone the free 
and full development of their personality is possible, and that, in the exercise of their rights and 
freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the 
purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of 
meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic 
society. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and 
principles of the United Nations. In this way, we shall promote an Information Society where 
human dignity is respected. 

6. In keeping with the spirit of this declaration, we rededicate ourselves to upholding the 
principle of the sovereign equality of all States.  

7. We recognize that science has a central role in the development of the Information Society. 
Many of the building blocks of the Information Society are the result of scientific and technical 
advances made possible by the sharing of research results.  

8. We recognize that education, knowledge, information and communication are at the core of 
human progress, endeavour and well-being. Further, Information and Communication Technologies 
(ICTs) have an immense impact on virtually all aspects of our lives.  The rapid progress of these 
technologies opens completely new opportunities to attain higher levels of development. The 
capacity of these technologies to reduce many traditional obstacles, especially those of time and 
distance, for the first time in history makes it possible to use the potential of these technologies for 
the benefit of millions of people in all corners of the world. 

9. We are aware that ICTs should be regarded as tools and not as an end in themselves. Under 
favourable conditions, these technologies can be a powerful instrument, increasing productivity, 
generating economic growth, job creation and employability and improving the quality of life of all. 
They can also promote dialogue among people, nations and civilizations. 

10. We are also fully aware that the benefits of the information technology revolution are today 
unevenly distributed between the developed and developing countries and within societies. We are 
fully committed to turning this digital divide into a digital opportunity for all, particularly for those 
who risk being left behind and being further marginalized. 

11. We are committed to realizing our common vision of the Information Society for ourselves 
and for future generations. We recognize that young people are the future workforce and leading 
creators and earliest adopters of ICTs. They must therefore be empowered as learners, developers, 
contributors, entrepreneurs and decision-makers. We must focus especially on young people who 
have not yet been able to benefit fully from the opportunities provided by ICTs. We are also 
committed to ensuring that the development of ICT applications and operation of services respects 
the rights of children as well as their protection and well-being. 

12. We affirm that development of ICTs provides enormous opportunities for women, who should 
be an integral part of, and key actors, in the Information Society. We are committed to ensuring that 
the Information Society enables women's empowerment and their full participation on the basis on 
equality in all spheres of society and in all decision-making processes. To this end, we should 
mainstream a gender equality perspective and use ICTs as a tool to that end.  

13. In building the Information Society, we shall pay particular attention to the special needs of 
marginalized and vulnerable groups of society, including migrants, internally displaced persons and 



- 3 - 
 

refugees, unemployed and underprivileged people, minorities and nomadic people. We shall also 
recognize the special needs of older persons and persons with disabilities. 

14. We are resolute to empower the poor, particularly those living in remote, rural and 
marginalized urban areas, to access information and to use ICTs as a tool to support their efforts to 
lift themselves out of poverty. 

15. In the evolution of the Information Society, particular attention must be given to the special 
situation of indigenous peoples, as well as to the preservation of their heritage and their cultural 
legacy. 

16. We continue to pay special attention to the particular needs of people of developing countries, 
countries with economies in transition, Least Developed Countries, Small Island Developing States, 
Landlocked Developing Countries, Highly Indebted Poor Countries, countries and territories under 
occupation, countries recovering from conflict and countries and regions with special needs as well 
as to conditions that pose severe threats to development, such as natural disasters.  

17. We recognize that building an inclusive Information Society requires new forms of solidarity, 
partnership and cooperation among governments and other stakeholders, i.e. the private sector, civil 
society and international organizations. Realizing that the ambitious goal of this Declaration—
bridging the digital divide and ensuring harmonious, fair and equitable development for all—will 
require strong commitment by all stakeholders, we call for digital solidarity, both at national and 
international levels.   

18. Nothing in this Declaration shall be construed as impairing, contradicting, restricting or 
derogating from the provisions of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration 
of Human Rights, any other international instrument or national laws adopted in furtherance of 
these instruments. 

 

B. An Information Society for All: Key Principles 
19. We are resolute in our quest to ensure that everyone can benefit from the opportunities that 
ICTs can offer. We agree that to meet these challenges, all stakeholders should work together to: 
improve access to information and communication infrastructure and technologies as well as to 
information and knowledge; build capacity; increase confidence and security in the use of ICTs; 
create an enabling environment at all levels; develop and widen ICT applications; foster and respect 
cultural diversity; recognize the role of the media; address the ethical dimensions of the Information 
Society; and encourage international and regional cooperation. We agree that these are the key 
principles for building an inclusive Information Society. 

1) The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development 
20. Governments, as well as private sector, civil society and the United Nations and other 
international organizations have an important role and responsibility in the development of the 
Information Society and, as appropriate, in decision-making processes. Building a people-centred 
Information Society is a joint effort which requires cooperation and partnership among all 
stakeholders.  

2) Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive 
information society 

21. Connectivity is a central enabling agent in building the Information Society. Universal, 
ubiquitous, equitable and affordable access to ICT infrastructure and services, constitutes one of the 
challenges of the Information Society and should be an objective of all stakeholders involved in 
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building it. Connectivity also involves access to energy and postal services, which should be 
assured in conformity with the domestic legislation of each country.  

22. A well-developed information and communication network infrastructure and applications, 
adapted to regional, national and local conditions, easily-accessible and affordable, and making 
greater use of broadband and other innovative technologies where possible, can accelerate the social 
and economic progress of countries, and the well-being of all individuals, communities and peoples.  

23. Policies that create a favourable climate for stability, predictability and fair competition at all 
levels should be developed and implemented in a manner that not only attracts more private 
investment for ICT infrastructure development but also enables universal service obligations to be 
met in areas where traditional market conditions fail to work. In disadvantaged areas, the 
establishment of ICT public access points in places such as post offices, schools, libraries and 
archives, can provide effective means for ensuring universal access to the infrastructure and 
services of the Information Society. 

3) Access to information and knowledge 
24. The ability for all to access and contribute information, ideas and knowledge is essential in an 
inclusive Information Society. 

25. The sharing and strengthening of global knowledge for development can be enhanced by 
removing barriers to equitable access to information for economic, social, political, health, cultural, 
educational, and scientific activities and by facilitating access to public domain information, 
including by universal design and the use of assistive technologies.  

26. A rich public domain is an essential element for the growth of the Information Society, creating 
multiple benefits such as an educated public, new jobs, innovation, business opportunities, and the 
advancement of sciences. Information in the public domain should be easily accessible to support 
the Information Society, and protected from misappropriation. Public institutions such as libraries 
and archives, museums, cultural collections and other community-based access points should be 
strengthened so as to promote the preservation of documentary records and free and equitable 
access to information.  

27. Access to information and knowledge can be promoted by increasing awareness among all 
stakeholders of the possibilities offered by different software models, including proprietary, open-
source and free software, in order to increase competition, access by users, diversity of choice, and 
to enable all users to develop solutions which best meet their requirements. Affordable access to 
software should be considered as an important component of a truly inclusive Information Society. 

28. We strive to promote universal access with equal opportunities for all to scientific knowledge 
and the creation and dissemination of scientific and technical information, including open access 
initiatives for scientific publishing.  

4) Capacity building 
29. Each person should have the opportunity to acquire the necessary skills and knowledge in order 
to understand, participate actively in, and benefit fully from, the Information Society and the 
knowledge economy. Literacy and universal primary education are key factors for building a fully 
inclusive information society, paying particular attention to the special needs of girls and women. 
Given the wide range of ICT and information specialists required at all levels, building institutional 
capacity deserves special attention.  

30. The use of ICTs in all stages of education, training and human resource development should be 
promoted, taking into account the special needs of persons with disabilities and disadvantaged and 
vulnerable groups.  



- 5 - 
 

31. Continuous and adult education, re-training, life-long learning, distance-learning and other 
special services, such as telemedicine, can make an essential contribution to employability and help 
people benefit from the new opportunities offered by ICTs for traditional jobs, self-employment and 
new professions. Awareness and literacy in ICTs are an essential foundation in this regard. 

32. Content creators, publishers, and producers, as well as teachers, trainers, archivists, librarians 
and learners, should play an active role in promoting the Information Society, particularly in the 
Least Developed Countries. 

33. To achieve a sustainable development of the Information Society, national capability in ICT 
research and development should be enhanced. Furthermore, partnerships, in particular between and 
among developed and developing countries, including countries with economies in transition, in 
research and development, technology transfer, manufacturing and utilization of ICT products and 
services are crucial for promoting capacity building and global participation in the Information 
Society. The manufacture of ICTs presents a significant opportunity for creation of wealth. 

34. The attainment of our shared aspirations, in particular for developing countries and countries 
with economies in transition, to become fully-fledged members of the Information Society, and 
their positive integration into the knowledge economy, depends largely on increased capacity 
building in the areas of education, technology know-how and access to information, which are 
major factors in determining development and competitiveness. 

5) Building confidence and security in the use of ICTs 
35. Strengthening the trust framework, including information security and network security, 
authentication, privacy and consumer protection, is a prerequisite for the development of the 
Information Society and for building confidence among users of ICTs. A global culture of cyber-
security needs to be promoted, developed and implemented in cooperation with all stakeholders and 
international expert bodies. These efforts should be supported by increased international 
cooperation. Within this global culture of cyber-security, it is important to enhance security and to 
ensure the protection of data and privacy, while enhancing access and trade. In addition, it must 
take into account the level of social and economic development of each country and respect the 
development-oriented aspects of the Information Society. 

36. While recognizing the principles of universal and non-discriminatory access to ICTs for all 
nations, we support the activities of the United Nations to prevent the potential use of ICTs for 
purposes that are inconsistent with the objectives of maintaining international stability and security, 
and may adversely affect the integrity of the infrastructure within States, to the detriment of their 
security. It is necessary to prevent the use of information resources and technologies for criminal 
and terrorist purposes, while respecting human rights. 

37. Spam is a significant and growing problem for users, networks and the Internet as a whole. 
Spam and cyber-security should be dealt with at appropriate national and international levels. 

6) Enabling environment 
38. An enabling environment at national and international levels is essential for the Information 
Society. ICTs should be used as an important tool for good governance. 

39. The rule of law, accompanied by a supportive, transparent, pro-competitive, technologically 
neutral and predictable policy and regulatory framework reflecting national realities, is essential for 
building a people-centred Information Society. Governments should intervene, as appropriate, to 
correct market failures, to maintain fair competition, to attract investment, to enhance the 
development of the ICT infrastructure and applications, to maximize economic and social benefits, 
and to serve national priorities.  
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40. A dynamic and enabling international environment, supportive of foreign direct investment, 
transfer of technology, and international cooperation, particularly in the areas of finance, debt and 
trade, as well as full and effective participation of developing countries in global decision-making, 
are vital complements to national development efforts related to ICTs. Improving global affordable 
connectivity would contribute significantly to the effectiveness of these development efforts. 

41. ICTs are an important enabler of growth through efficiency gains and increased productivity, in 
particular by small and medium sized enterprises (SMEs). In this regard, the development of the 
Information Society is important for broadly-based economic growth in both developed and 
developing economies. ICT-supported productivity gains and applied innovations across economic 
sectors should be fostered. Equitable distribution of the benefits contributes to poverty eradication 
and social development. Policies that foster productive investment and enable firms, notably SMEs, 
to make the changes needed to seize the benefits from ICTs, are likely to be the most beneficial. 

42.  Intellectual Property protection is important to encourage innovation and creativity in the 
Information Society; similarly, the wide dissemination, diffusion, and sharing of knowledge is 
important to encourage innovation and creativity. Facilitating meaningful participation by all in 
intellectual property issues and knowledge sharing through full awareness and capacity building is a 
fundamental part of an inclusive Information Society. 

43. Sustainable development can best be advanced in the Information Society when ICT-related 
efforts and programmes are fully integrated in national and regional development strategies. We 
welcome the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and encourage the international 
community to support the ICT-related measures of this initiative as well as those belonging to 
similar efforts in other regions. Distribution of the benefits of ICT-driven growth contributes to 
poverty eradication and sustainable development.  

44. Standardization is one of the essential building blocks of the Information Society. There should 
be particular emphasis on the development and adoption of international standards. The 
development and use of open, interoperable, non-discriminatory and demand-driven standards that 
take into account needs of users and consumers is a basic element for the development and greater 
diffusion of ICTs and more affordable access to them, particularly in developing countries. 
International standards aim to create an environment where consumers can access services 
worldwide regardless of underlying technology. 

45. The radio frequency spectrum should be managed in the public interest and in accordance with 
principle of legality, with full observance of national laws and regulation as well as relevant 
international agreements. 

46. In building the Information Society, States are strongly urged to take steps with a view to the 
avoidance of, and refrain from, any unilateral measure not in accordance with international law and 
the Charter of the United Nations that impedes the full achievement of economic and social 
development by the population of the affected countries, and that hinders the well-being of their 
population. 

47. Recognizing that ICTs are progressively changing our working practices, the creation of a 
secure, safe and healthy working environment, appropriate to the utilisation of ICTs, respecting all 
relevant international norms, is fundamental. 

48. The Internet has evolved into a global facility available to the public and its governance should 
constitute a core issue of the Information Society agenda. The international management of the 
Internet should be multilateral, transparent and democratic, with the full involvement of 
governments, the private sector, civil society and international organizations. It should ensure an 
equitable distribution of resources, facilitate access for all and ensure a stable and secure 
functioning of the Internet, taking into account multilingualism. 
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49. The management of the Internet encompasses both technical and public policy issues and 
should involve all stakeholders and relevant intergovernmental and international organizations. In 
this respect it is recognized that: 

a) Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign right of States. 
They have rights and responsibilities for international Internet-related public policy issues; 

b) The private sector has had and should continue to have an important role in the development 
of the Internet, both in the technical and economic fields; 

c) Civil society has also played an important role on Internet matters, especially at community 
level, and should continue to play such a role; 

d) Intergovernmental organizations have had and should continue to have a facilitating role in 
the coordination of Internet-related public policy issues; 

e) International organizations have also had and should continue to have an important role in 
the development of Internet-related technical standards and relevant policies.  

50. International Internet governance issues should be addressed in a coordinated manner. We ask 
the Secretary-General of the United Nations to set up a working group on Internet governance, in an 
open and inclusive process that ensures a mechanism for the full and active participation of 
governments, the private sector and civil society from both developing and developed countries, 
involving relevant intergovernmental and international organizations and forums, to investigate and 
make proposals for action, as appropriate, on the governance of Internet by 2005.   

7) ICT applications: benefits in all aspects of life 
51. The usage and deployment of ICTs should seek to create benefits in all aspects of our daily life. 
ICT applications are potentially important in government operations and services, health care and 
health information, education and training, employment, job creation, business, agriculture, 
transport, protection of environment and management of natural resources, disaster prevention, and 
culture, and to promote eradication of poverty and other agreed development goals. ICTs should 
also contribute to sustainable production and consumption patterns and reduce traditional barriers, 
providing an opportunity for all to access local and global markets in a more equitable manner. 
Applications should be user-friendly, accessible to all, affordable, adapted to local needs in 
languages and cultures, and support sustainable development. To this effect, local authorities should 
play a major role in the provision of ICT services for the benefit of their populations. 

8) Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content 
52. Cultural diversity is the common heritage of humankind.  The Information Society should be 
founded on and stimulate respect for cultural identity, cultural and linguistic diversity, traditions 
and religions, and foster dialogue among cultures and civilizations.  The promotion, affirmation 
and preservation of diverse cultural identities and languages as reflected in relevant agreed United 
Nations documents including UNESCO's Universal Declaration on Cultural Diversity, will further 
enrich the Information Society.  

53. The creation, dissemination and preservation of content in diverse languages and formats must 
be accorded high priority in building an inclusive Information Society, paying particular attention to 
the diversity of supply of creative work and due recognition of the rights of authors and artists. It is 
essential to promote the production of and accessibility to all content—educational, scientific, 
cultural or recreational—in diverse languages and formats. The development of local content suited 
to domestic or regional needs will encourage social and economic development and will stimulate 
participation of all stakeholders, including people living in rural, remote and marginal areas. 
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54. The preservation of cultural heritage is a crucial component of identity and self–understanding 
of individuals that links a community to its past. The Information Society should harness and 
preserve cultural heritage for the future by all appropriate methods, including digitisation.  

9) Media 
55. We reaffirm our commitment to the principles of freedom of the press and freedom of 
information, as well as those of the independence, pluralism and diversity of media, which are 
essential to the Information Society. Freedom to seek, receive, impart and use information for the 
creation, accumulation and dissemination of knowledge are important to the Information Society. 
We call for the responsible use and treatment of information by the media in accordance with the 
highest ethical and professional standards. Traditional media in all their forms have an important 
role in the Information Society and ICTs should play a supportive role in this regard. Diversity of 
media ownership should be encouraged, in conformity with national law, and taking into account 
relevant international conventions. We reaffirm the necessity of reducing international imbalances 
affecting the media, particularly as regards infrastructure, technical resources and the development 
of human skills.  

10) Ethical dimensions of the Information Society 
56. The Information Society should respect peace and uphold the fundamental values of freedom, 
equality, solidarity, tolerance, shared responsibility, and respect for nature.  

57. We acknowledge the importance of ethics for the Information Society, which should foster 
justice, and the dignity and worth of the human person. The widest possible protection should be 
accorded to the family and to enable it to play its crucial role in society.  

58. The use of ICTs and content creation should respect human rights and fundamental freedoms of 
others, including personal privacy, and the right to freedom of thought, conscience, and religion in 
conformity with relevant international instruments.  

59. All actors in the Information Society should take appropriate actions and preventive measures, 
as determined by law, against abusive uses of ICTs, such as illegal and other acts motivated by 
racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, hatred, violence, all forms of 
child abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, and exploitation of, 
human beings.  

11) International and regional cooperation 
60. We aim at making full use of the opportunities offered by ICTs in our efforts to reach the 
internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, 
and to uphold the key principles set forth in this Declaration. The Information Society is 
intrinsically global in nature and national efforts need to be supported by effective international and 
regional cooperation among governments, the private sector, civil society and other stakeholders, 
including the international financial institutions.  

61. In order to build an inclusive global Information Society, we will seek and effectively 
implement concrete international approaches and mechanisms, including financial and technical 
assistance. Therefore, while appreciating ongoing ICT cooperation through various mechanisms, we 
invite all stakeholders to commit to the “Digital Solidarity Agenda” set forth in the Plan of Action. 
We are convinced that the worldwide agreed objective is to contribute to bridge the digital divide, 
promote access to ICTs, create digital opportunities, and benefit from the potential offered by ICTs 
for development. We recognize the will expressed by some to create an international voluntary 
“Digital Solidarity Fund”, and by others to undertake studies concerning existing mechanisms and 
the efficiency and feasibility of such a Fund. 
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62. Regional integration contributes to the development of the global Information Society and 
makes strong cooperation within and among regions indispensable. Regional dialogue should 
contribute to national capacity building and to the alignment of national strategies with the goals of 
this Declaration of Principles in a compatible way, while respecting national and regional 
particularities. In this context, we welcome and encourage the international community to support 
the ICT-related measures of such initiatives. 

63. We resolve to assist developing countries, LDCs and countries with economies in transition 
through the mobilization from all sources of financing, the provision of financial and technical 
assistance and by creating an environment conducive to technology transfer, consistent with the 
purposes of this Declaration and the Plan of Action.  

64. The core competences of the International Telecommunication Union (ITU) in the fields of 
ICTs—assistance in bridging the digital divide, international and regional cooperation, radio 
spectrum management, standards development and the dissemination of information—are of crucial 
importance for building the Information Society.  

 

C. Towards an Information Society for All Based on Shared Knowledge 
65. We commit ourselves to strengthening cooperation to seek common responses to the 
challenges and to the implementation of the Plan of Action, which will realize the vision of an 
inclusive Information Society based on the Key Principles incorporated in this Declaration.  

66. We further commit ourselves to evaluate and follow-up progress in bridging the digital 
divide, taking into account different levels of development, so as to reach internationally agreed 
development goals, including those contained in the Millennium Declaration, and to assess the 
effectiveness of investment and international cooperation efforts in building the Information 
Society.  

67. We are firmly convinced that we are collectively entering a new era of enormous potential, 
that of the Information Society and expanded human communication. In this emerging society, 
information and knowledge can be produced, exchanged, shared and communicated through all the 
networks of the world. All individuals can soon, if we take the necessary actions, together build a 
new Information Society based on shared knowledge and founded on global solidarity and a better 
mutual understanding between peoples and nations. We trust that these measures will open the way 
to the future development of a true knowledge society.  

 

***************** 
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A. Introduction 
1. The common vision and guiding principles of the Declaration are translated in this Plan of Action into 
concrete action lines to advance the achievement of the internationally-agreed development goals, including 
those in the Millennium Declaration, the Monterrey Consensus and the Johannesburg Declaration and Plan 
of Implementation, by promoting the use of ICT-based products, networks, services and applications, and to 
help countries overcome the digital divide. The Information Society envisaged in the Declaration of 
Principles will be realized in cooperation and solidarity by governments and all other stakeholders. 
 
2. The Information Society is an evolving concept that has reached different levels across the world, 
reflecting the different stages of development. Technological and other change is rapidly transforming the 
environment in which the Information Society is developed. The Plan of Action is thus an evolving platform 
to promote the Information Society at the national, regional and international levels. The unique two-phase 
structure of the World Summit on the Information Society (WSIS) provides an opportunity to take this 
evolution into account. 
 
3.  All stakeholders have an important role to play in the Information Society, especially through 
partnerships: 

a) Governments have a leading role in developing and implementing comprehensive, forward looking and 
sustainable national e-strategies. The private sector and civil society, in dialogue with governments, have an 
important consultative role to play in devising national e-strategies. 

b) The commitment of the private sector is important in developing and diffusing information and 
communication technologies (ICTs), for infrastructure, content and applications. The private sector is not 
only a market player but also plays a role in a wider sustainable development context. 

c) The commitment and involvement of civil society is equally important in creating an equitable 
Information Society, and in implementing ICT-related initiatives for development.   

d) International and regional institutions, including international financial institutions, have a key role in 
integrating the use of ICTs in the development process and making available necessary resources for 
building the Information Society and for the evaluation of the progress made. 
 
 
B.  Objectives, goals and targets 
4. The objectives of the Plan of Action are to build an inclusive Information Society; to put the potential of 
knowledge and ICTs at the service of development; to promote the use of information and knowledge for the 
achievement of internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium 
Declaration; and to address new challenges of the Information Society, at the national, regional and 
international levels. Opportunity shall be taken in phase two of the WSIS to evaluate and assess progress 
made towards bridging the digital divide. 
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5. Specific targets for the Information Society will be established as appropriate, at the national level in the 
framework of national e-strategies and in accordance with national development policies, taking into account 
the different national circumstances. Such targets can serve as useful benchmarks for actions and for the 
evaluation of the progress made towards the attainment of the overall objectives of the Information Society.  
 
6. Based on internationally agreed development goals, including those in the Millennium Declaration, 
which are premised on international cooperation, indicative targets may serve as global references for 
improving connectivity and access in the use of ICTs in promoting the objectives of the Plan of Action, to be 
achieved by 2015. These targets may be taken into account in the establishment of the national targets, 
considering the different national circumstances: 

a) to connect villages with ICTs and establish community access points; 

b) to connect universities, colleges, secondary schools and primary schools with ICTs; 

c) to connect scientific and research centres with ICTs; 

d) to connect public libraries, cultural centres, museums, post offices and archives with ICTs; 

e) to connect health centres and hospitals with ICTs; 

f) to connect all local and central government departments and establish websites and email 
addresses; 

g) to adapt all primary and secondary school curricula to meet the challenges of the Information 
Society, taking into account national circumstances; 

h) to ensure that all of the world's population have access to television and radio services; 

i) to encourage the development of content and to put in place technical conditions in order to 
facilitate the presence and use of all world languages on the Internet; 

j) to ensure that more than half the world’s inhabitants have access to ICTs within their reach. 
 
7. In giving effect to these objectives, goals and targets, special attention will be paid to the needs of 
developing countries, and in particular to countries, peoples and groups cited in paragraphs 11-16 of the 
Declaration of Principles. 
 
 
C. Action Lines 

C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development 
8. The effective participation of governments and all stakeholders is vital in developing the Information 
Society requiring cooperation and partnerships among all of them.  

a) Development of national e-strategies, including the necessary human capacity building, should be 
encouraged by all countries by 2005, taking into account different national circumstances.  

b) Initiate at the national level a structured dialogue involving all relevant stakeholders, including through 
public/private partnerships, in devising e-strategies for the Information Society and for the exchange of best 
practices.  

c) In developing and implementing national e-strategies, stakeholders should take into consideration local, 
regional and national needs and concerns. To maximize the benefits of initiatives undertaken, these should 
include the concept of sustainability. The private sector should be engaged in concrete projects to develop 
the Information Society at local, regional and national levels.  

d) Each country is encouraged to establish at least one functioning Public/Private Partnership (PPP) or Multi-
Sector Partnership (MSP), by 2005 as a showcase for future action.  

e) Identify mechanisms, at the national, regional and international levels, for the initiation and promotion of 
partnerships among stakeholders of the Information Society.  

f) Explore the viability of establishing multi-stakeholder portals for indigenous peoples at the national level.  
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g) By 2005, relevant international organizations and financial institutions should develop their own strategies 
for the use of ICTs for sustainable development, including sustainable production and consumption patterns 
and as an effective instrument to help achieve the goals expressed in the United Nations Millennium 
Declaration.  

h) International organizations should publish, in their areas of competence, including on their website, 
reliable information submitted by relevant stakeholders on successful experiences of mainstreaming ICTs. 

i) Encourage a series of related measures, including, among other things: incubator schemes, venture capital 
investments (national and international), government investment funds (including micro-finance for Small, 
Medium-sized and Micro Enterprises (SMMEs), investment promotion strategies, software export support 
activities (trade counseling), support of research and development networks and software parks.  
 
C2. Information and communication infrastructure: an essential foundation for the 
Information Society 
9. Infrastructure is central in achieving the goal of digital inclusion, enabling universal, sustainable, 
ubiquitous and affordable access to ICTs by all, taking into account relevant solutions already in place in 
developing countries and countries with economies in transition, to provide sustainable connectivity and 
access to remote and marginalized areas at national and regional levels.  

a) Governments should take action, in the framework of national development policies, in order to support an 
enabling and competitive environment for the necessary investment in ICT infrastructure and for the 
development of new services. 

b) In the context of national e-strategies, devise appropriate universal access policies and strategies, and their 
means of implementation, in line with the indicative targets, and develop ICT connectivity indicators.  

c) In the context of national e-strategies, provide and improve ICT connectivity for all schools, universities, 
health institutions, libraries, post offices, community centres, museums and other institutions accessible to 
the public, in line with the indicative targets.  

d) Develop and strengthen national, regional and international broadband network infrastructure, including 
delivery by satellite and other systems, to help in providing the capacity to match the needs of countries and 
their citizens and for the delivery of new ICT-based services. Support technical, regulatory and operational 
studies by the International Telecommunication Union (ITU) and, as appropriate, other relevant international 
organizations in order to: 

i) broaden access to orbital resources, global frequency harmonization and global systems 
standardization;  

ii) encourage public/private partnership;  

iii) promote the provision of global high-speed satellite services for underserved areas such as remote 
and sparsely populated areas; 

iv) explore other systems that can provide high-speed connectivity. 

e) In the context of national e-strategies, address the special requirements of older people, persons with 
disabilities, children, especially marginalized children and other disadvantaged and vulnerable groups, 
including by appropriate educational administrative and legislative measures to ensure their full inclusion in 
the Information Society.  

f) Encourage the design and production of ICT equipment and services so that everyone, has easy and 
affordable access to them including older people, persons with disabilities, children, especially marginalized 
children, and other disadvantaged and vulnerable groups, and promote the development of technologies, 
applications, and content suited to their needs, guided by the Universal Design Principle and further 
enhanced by the use of assistive technologies.  

g) In order to alleviate the challenges of illiteracy, develop affordable technologies and non-text based 
computer interfaces to facilitate people’s access to ICT,  

h) Undertake international research and development efforts aimed at making available adequate and 
affordable ICT equipment for end users.  
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i) Encourage the use of unused wireless capacity, including satellite, in developed countries and in particular 
in developing countries, to provide access in remote areas, especially in developing countries and countries 
with economies in transition, and to improve low-cost connectivity in developing countries. Special concern 
should be given to the Least Developed Countries in their efforts in establishing telecommunication 
infrastructure.  

j) Optimize connectivity among major information networks by encouraging the creation and development of 
regional ICT backbones and Internet exchange points, to reduce interconnection costs and broaden network 
access.  

k) Develop strategies for increasing affordable global connectivity, thereby facilitating improved access. 
Commercially negotiated Internet transit and interconnection costs should be oriented towards objective, 
transparent and non-discriminatory parameters, taking into account ongoing work on this subject.  

l) Encourage and promote joint use of traditional media and new technologies.  
 
C3. Access to information and knowledge 
10. ICTs allow people, anywhere in the world, to access information and knowledge almost instantaneously. 
Individuals, organizations and communities should benefit from access to knowledge and information.  

a) Develop policy guidelines for the development and promotion of public domain information as an 
important international instrument promoting public access to information.  

b) Governments are encouraged to provide adequate access through various communication resources, 
notably the Internet, to public official information. Establishing legislation on access to information and the 
preservation of public data, notably in the area of the new technologies, is encouraged.  

c) Promote research and development to facilitate accessibility of ICTs for all, including disadvantaged, 
marginalized and vulnerable groups.  

d) Governments, and other stakeholders, should establish sustainable multi-purpose community public access 
points, providing affordable or free-of-charge access for their citizens to the various communication 
resources, notably the Internet. These access points should, to the extent possible, have sufficient capacity to 
provide assistance to users, in libraries, educational institutions, public administrations, post offices or other 
public places, with special emphasis on rural and underserved areas, while respecting intellectual property 
rights (IPRs) and encouraging the use of information and sharing of knowledge.  

e) Encourage research and promote awareness among all stakeholders of the possibilities offered by different 
software models, and the means of their creation, including proprietary, open-source and free software, in 
order to increase competition, freedom of choice and affordability, and to enable all stakeholders to evaluate 
which solution best meets their requirements.  

f) Governments should actively promote the use of ICTs as a fundamental working tool by their 
citizens and local authorities. In this respect, the international community and other stakeholders should 
support capacity building for local authorities in the widespread use of ICTs as a means of improving local 
governance. 

g) Encourage research on the Information Society, including on innovative forms of networking, adaptation 
of ICT infrastructure, tools and applications that facilitate accessibility of ICTs for all, and 
disadvantaged groups in particular. 

h) Support the creation and development of a digital public library and archive services, adapted to the 
Information Society, including reviewing national library strategies and legislation, developing a global 
understanding of the need for “hybrid libraries”, and fostering worldwide cooperation between libraries.  

i) Encourage initiatives to facilitate access, including free and affordable access to open access journals and 
books, and open archives for scientific information. 

j) Support research and development of the design of useful instruments for all stakeholders to foster 
increased awareness, assessment, and evaluation of different software models and licences, so as to ensure an 
optimal choice of appropriate software that will best contribute to achieving development goals within local 
conditions.   
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C4. Capacity building 
11. Everyone should have the necessary skills to benefit fully from the Information Society. Therefore 
capacity building and ICT literacy are essential. ICTs can contribute to achieving universal education 
worldwide, through delivery of education and training of teachers, and offering improved conditions for 
lifelong learning, encompassing people that are outside the formal education process, and improving 
professional skills.  

a) Develop domestic policies to ensure that ICTs are fully integrated in education and training at all levels, 
including in curriculum development, teacher training, institutional administration and management, and in 
support of the concept of lifelong learning.   

b) Develop and promote programmes to eradicate illiteracy using ICTs at national, regional and international 
levels. 

c) Promote e-literacy skills for all, for example by designing and offering courses for public administration, 
taking advantage of existing facilities such as libraries, multipurpose community centres, public access 
points and by establishing local ICT training centres with the cooperation of all stakeholders. Special 
attention should be paid to disadvantaged and vulnerable groups. 

d) In the context of national educational policies, and taking into account the need to eradicate adult illiteracy, 
ensure that young people are equipped with knowledge and skills to use ICTs, including the capacity to 
analyse and treat information in creative and innovative ways, share their expertise and participate fully in 
the Information Society. 

e) Governments, in cooperation with other stakeholders, should create programmes for capacity building 
with an emphasis on creating a critical mass of qualified and skilled ICT professionals and experts.  

f) Develop pilot projects to demonstrate the impact of ICT-based alternative educational delivery systems, 
notably for achieving Education for All targets, including basic literacy targets.  

g) Work on removing the gender barriers to ICT education and training and promoting equal training 
opportunities in ICT-related fields for women and girls. Early intervention programmes in science and 
technology should target young girls with the aim of increasing the number of women in ICT careers. 
Promote the exchange of best practices on the integration of gender perspectives in ICT education.  

h) Empower local communities, especially those in rural and underserved areas, in ICT use and promote the 
production of useful and socially meaningful content for the benefit of all.  

i) Launch education and training programmes, where possible using information networks of traditional 
nomadic and indigenous peoples, which provide opportunities to fully participate in the Information Society. 

j) Design and implement regional and international cooperation activities to enhance the capacity, notably, of 
leaders and operational staff in developing countries and LDCs, to apply ICTs effectively in the whole range 
of educational activities. This should include delivery of education outside the educational structure, such as 
the workplace and at home.  

k) Design specific training programmes in the use of ICTs in order to meet the educational needs of 
information professionals, such as archivists, librarians, museum professionals, scientists, teachers, 
journalists, postal workers and other relevant professional groups. Training of information professionals 
should focus not only on new methods and techniques for the development and provision of information and 
communication services, but also on relevant management skills to ensure the best use of technologies. 
Training of teachers should focus on the technical aspects of ICTs, on development of content, and on the 
potential possibilities and challenges of ICTs.  

l) Develop distance learning, training and other forms of education and training as part of capacity building 
programmes. Give special attention to developing countries and especially LDCs in different levels of human 
resources development.  

m) Promote international and regional cooperation in the field of capacity building, including country 
programmes developed by the United Nations and its Specialized Agencies 

n) Launch pilot projects to design new forms of ICT-based networking, linking education, training and 
research institutions between and among developed and developing countries and countries with economies 
in transition.  
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o) Volunteering, if conducted in harmony with national policies and local cultures, can be a valuable asset 
for raising human capacity to make productive use of ICT tools and build a more inclusive Information 
Society. Activate volunteer programmes to provide capacity building on ICT for development, particularly in 
developing countries.  

p) Design programmes to train users to develop self-learning and self-development capacities. 
 
C5. Building confidence and security in the use of ICTs 
12. Confidence and security are among the main pillars of the Information Society.  

a) Promote cooperation among the governments at the United Nations and with all stakeholders at other 
appropriate fora to enhance user confidence, build trust, and protect both data and network integrity; consider 
existing and potential threats to ICTs; and address other information security and network security issues.  

b) Governments, in cooperation with the private sector, should prevent, detect and respond to cyber-crime 
and misuse of ICTs by: developing guidelines that take into account ongoing efforts in these areas; 
considering legislation that allows for effective investigation and prosecution of misuse; promoting effective 
mutual assistance efforts; strengthening institutional support at the international level for preventing, 
detecting and recovering from such incidents; and encouraging education and raising awareness. 

c) Governments, and other stakeholders, should actively promote user education and awareness about online 
privacy and the means of protecting privacy.  

d) Take appropriate action on spam at national and international levels.  

e) Encourage the domestic assessment of national law with a view to overcoming any obstacles to the 
effective use of electronic documents and transactions including electronic means of authentication.  

f) Further strengthen the trust and security framework with complementary and mutually reinforcing 
initiatives in the fields of security in the use of ICTs, with initiatives or guidelines with respect to rights to 
privacy, data and consumer protection. 

g) Share good practices in the field of information security and network security and encourage their use by 
all parties concerned. 

h) Invite interested countries to set up focal points for real-time incident handling and response, and develop 
a cooperative network between these focal points for sharing information and technologies on incident 
response.  

i) Encourage further development of secure and reliable applications to facilitate online transactions.  

j) Encourage interested countries to contribute actively to the ongoing United Nations activities to build 
confidence and security in the use of ICTs. 
 
C6. Enabling environment 
13. To maximize the social, economic and environmental benefits of the Information Society, governments 
need to create a trustworthy, transparent and non-discriminatory legal, regulatory and policy environment. 
Actions include: 

a) Governments should foster a supportive, transparent, pro-competitive and predictable policy, legal and 
regulatory framework, which provides the appropriate incentives to investment and community development 
in the Information Society. 

b) We ask the Secretary General of the United Nations to set up a working group on Internet governance, in 
an open and inclusive process that ensures a mechanism for the full and active participation of governments, 
the private sector and civil society from both developing and developed countries, involving relevant 
intergovernmental and international organizations and forums, to investigate and make proposals for action, 
as appropriate, on the governance of Internet by 2005.  The group should, inter alia: 

i) develop a working definition of Internet governance;   

ii) identify the public policy issues that are relevant to Internet governance;  
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iii) develop a common understanding of the respective roles and  responsibilities of governments, 
existing intergovernmental and international organisations and other forums as well as the private sector 
and civil society from both developing and developed countries;   

iv) prepare a report on the results of this activity to be presented for consideration and appropriate action 
for the second phase of WSIS in Tunis in 2005. 

c) Governments are invited to: 

i) facilitate the establishment of national and regional Internet Exchange Centres; 

ii) manage or supervise, as appropriate, their respective country code top-level domain name (ccTLD); 

iii) promote awareness of the Internet. 

d) In cooperation with the relevant stakeholders, promote regional root servers and the use of 
internationalized domain names in order to overcome barriers to access. 

e) Governments should continue to update their domestic consumer protection laws to respond to the new 
requirements of the Information Society.  

f) Promote effective participation by developing countries and countries with economies in transition in 
international ICT forums and create opportunities for exchange of experience.  

g) Governments need to formulate national strategies, which include e-government strategies, to make public 
administration more transparent, efficient and democratic. 

h) Develop a framework for the secure storage and archival of documents and other electronic records of 
information.  

i) Governments and stakeholders should actively promote user education and awareness about online privacy 
and the means of protecting privacy.  

j) Invite stakeholders to ensure that practices designed to facilitate electronic commerce also permit 
consumers to have a choice as to whether or not to use electronic communication.  

k) Encourage the ongoing work in the area of effective dispute settlement systems, notably alternative 
dispute resolution (ADR), which can promote settlement of disputes.  

l) Governments, in collaboration with stakeholders, are encouraged to formulate conducive ICT policies that 
foster entrepreneurship, innovation and investment, and with particular reference to the promotion of 
participation by women.  

m) Recognising the economic potential of ICTs for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), they 
should be assisted in increasing their competitiveness by streamlining administrative procedures, facilitating 
their access to capital and enhancing their capacity to participate in ICT-related projects. 

n) Governments should act as model users and early adopters of e-commerce in accordance with their level 
of socio-economic development. 

o) Governments, in cooperation with other stakeholders, should raise awareness of the importance of 
international interoperability standards for global e-commerce.  

p) Governments, in cooperation with other stakeholders, should promote the development and use of open, 
interoperable, non-discriminatory and demand-driven standards.  

q) ITU, pursuant to its treaty capacity, coordinates and allocates frequencies with the goal of facilitating 
ubiquitous and affordable access. 

r) Additional steps should be taken in ITU and other regional organisations to ensure rational, efficient and 
economical use of, and equitable access to, the radio-frequency spectrum by all countries, based on relevant 
international agreements. 
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C7. ICT applications: benefits in all aspects of life 
14. ICT applications can support sustainable development, in the fields of public administration, business, 
education and training, health, employment, environment, agriculture and science within the framework of 
national e-strategies. This would include actions within the following sectors: 

15. E-government 

a) Implement e-government strategies focusing on applications aimed at innovating and promoting 
transparency in public administrations and democratic processes, improving efficiency and strengthening 
relations with citizens.  

b) Develop national e-government initiatives and services, at all levels, adapted to the needs of citizens and 
business, to achieve a more efficient allocation of resources and public goods.  

c) Support international cooperation initiatives in the field of e-government, in order to enhance transparency, 
accountability and efficiency at all levels of government.  

16. E-business 

a) Governments, international organizations and the private sector, are encouraged to promote the benefits of 
international trade and the use of e-business, and promote the use of e-business models in developing 
countries and countries with economies in transition.  

b) Through the adoption of an enabling environment, and based on widely available Internet access, 
governments should seek to stimulate private sector investment, foster new applications, content 
development and public/private partnerships.  

c) Government policies should favour assistance to, and growth of SMMEs, in the ICT industry, as well as 
their entry into e-business, to stimulate economic growth and job creation as an element of a strategy for 
poverty reduction through wealth creation.  

17. E-learning (see section C4) 

18. E-health 

a) Promote collaborative efforts of governments, planners, health professionals, and other agencies along 
with the participation of international organizations for creating a reliable, timely, high quality and 
affordable health care and health information systems and for promoting continuous medical training, 
education, and research through the use of ICTs, while respecting and protecting citizens’ right to privacy.  

b) Facilitate access to the world’s medical knowledge and locally-relevant content resources for 
strengthening public health research and prevention programmes and promoting women’s and men’s health, 
such as content on sexual and reproductive health and sexually transmitted infections, and for diseases that 
attract full attention of the world including HIV/AIDS, malaria and tuberculosis.  

c) Alert, monitor and control the spread of communicable diseases, through the improvement of common 
information systems. 

d) Promote the development of international standards for the exchange of health data, taking due account of 
privacy concerns.  

e) Encourage the adoption of ICTs to improve and extend health care and health information systems to 
remote and underserved areas and vulnerable populations, recognising women’s roles as health providers in 
their families and communities.  

f) Strengthen and expand ICT-based initiatives for providing medical and humanitarian assistance in 
disasters and emergencies.  

19. E-employment 

a) Encourage the development of best practices for e-workers and e-employers built, at the national level, on 
principles of fairness and gender equality, respecting all relevant international norms.  

b) Promote new ways of organizing work and business with the aim of raising productivity, growth and well-
being through investment in ICTs and human resources.  
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c) Promote teleworking to allow citizens, particularly in the developing countries, LDCs, and small 
economies, to live in their societies and work anywhere, and to increase employment opportunities for 
women, and for those with disabilities. In promoting teleworking, special attention should be given to 
strategies promoting job creation and the retention of the skilled working force.  

d) Promote early intervention programmes in science and technology that should target young girls to 
increase the number of women in ICT carriers. 
20. E-environment 

a) Governments, in cooperation with other stakeholders are encouraged to use and promote ICTs as an 
instrument for environmental protection and the sustainable use of natural resources.  

b) Government, civil society and the private sector are encouraged to initiate actions and implement projects 
and programmes for sustainable production and consumption and the environmentally safe disposal and 
recycling of discarded hardware and components used in ICTs.  

c) Establish monitoring systems, using ICTs, to forecast and monitor the impact of natural and man-made 
disasters, particularly in developing countries, LDCs and small economies.  
21. E-agriculture 

a) Ensure the systematic dissemination of information using ICTs on agriculture, animal husbandry, fisheries, 
forestry and food, in order to provide ready access to comprehensive, up-to-date and detailed knowledge and 
information, particularly in rural areas.  

b) Public-private partnerships should seek to maximize the use of ICTs as an instrument to improve 
production (quantity and quality). 
22. E-science 

a) Promote affordable and reliable high-speed Internet connection for all universities and research 
institutions to support their critical role in information and knowledge production, education and training, 
and to support the establishment of partnerships, cooperation and networking between these institutions. 

b) Promote electronic publishing, differential pricing and open access initiatives to make scientific 
information affordable and accessible in all countries on an equitable basis.  

c) Promote the use of peer-to-peer technology to share scientific knowledge and pre-prints and reprints 
written by scientific authors who have waived their right to payment.  

d) Promote the long-term systematic and efficient collection, dissemination and preservation of essential 
scientific digital data, for example, population and meteorological data in all countries. 

e) Promote principles and metadata standards to facilitate cooperation and effective use of collected 
scientific information and data as appropriate to conduct scientific research. 
 
C8. Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content 
23. Cultural and linguistic diversity, while stimulating respect for cultural identity, traditions and religions, is 
essential to the development of an Information Society based on the dialogue among cultures and regional 
and international cooperation. It is an important factor for sustainable development.  

a) Create policies that support the respect, preservation, promotion and enhancement of cultural and 
linguistic diversity and cultural heritage within the Information Society, as reflected in relevant agreed 
United Nations documents, including UNESCO's Universal Declaration on Cultural Diversity. This includes 
encouraging governments to design cultural policies to promote the production of cultural, educational and 
scientific content and the development of local cultural industries suited to the linguistic and cultural context 
of the users.  

b) Develop national policies and laws to ensure that libraries, archives, museums and other cultural 
institutions can play their full role of content—including traditional knowledge—providers in the 
Information Society, more particularly by providing continued access to recorded information. 

c) Support efforts to develop and use ICTs for the preservation of natural and, cultural heritage, keeping it 
accessible as a living part of today’s culture. This includes developing systems for ensuring continued access 
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to archived digital information and multimedia content in digital repositories, and support archives, cultural 
collections and libraries as the memory of humankind.  
d) Develop and implement policies that preserve, affirm, respect and promote diversity of cultural expression 
and indigenous knowledge and traditions through the creation of varied information content and the use of 
different methods, including the digitization of the educational, scientific and cultural heritage. 

e) Support local content development, translation and adaptation, digital archives, and diverse forms of 
digital and traditional media by local authorities. These activities can also strengthen local and indigenous 
communities.  

f) Provide content that is relevant to the cultures and languages of individuals in the Information Society, 
through access to traditional and digital media services. 

g) Through public/private partnerships, foster the creation of varied local and national content, including that 
available in the language of users, and give recognition and support to ICT-based work in all artistic fields. 

h) Strengthen programmes focused on gender-sensitive curricula in formal and non-formal education for all 
and enhancing communication and media literacy for women with a view to building the capacity of girls 
and women to understand and to develop ICT content. 

i) Nurture the local capacity for the creation and distribution of software in local languages, as well as 
content that is relevant to different segments of population, including non-literate, persons with disabilities, 
disadvantaged and vulnerable groups especially in developing countries and countries with economies in 
transition.  

j) Give support to media based in local communities and support projects combining the use of traditional 
media and new technologies for their role in facilitating the use of local languages, for documenting and 
preserving local heritage, including landscape and biological diversity, and as a means to reach rural and 
isolated and nomadic communities. 

k) Enhance the capacity of indigenous peoples to develop content in their own languages.

l) Cooperate with indigenous peoples and traditional communities to enable them to more effectively use and 
benefit from the use of their traditional knowledge in the Information Society. 

m) Exchange knowledge, experiences and best practices on policies and tools designed to promote cultural 
and linguistic diversity at regional and sub-regional levels. This can be achieved by establishing regional, 
and sub-regional working groups on specific issues of this Plan of Action to foster integration efforts. 

n) Assess at the regional level the contribution of ICT to cultural exchange and interaction, and based on the 
outcome of this assessment, design relevant programmes. 

o) Governments, through public/private partnerships, should promote technologies and R&D programmes in 
such areas as translation, iconographies, voice-assisted services and the development of necessary hardware 
and a variety of software models, including proprietary, open source software and free software, such as 
standard character sets, language codes, electronic dictionaries, terminology and thesauri, multilingual search 
engines, machine translation tools, internationalized domain names, content referencing as well as general 
and application software. 
 
C9. Media 
24. The media—in their various forms and with a diversity of ownership—as an actor, have an essential role 
in the development of the Information Society and are recognized as an important contributor to freedom of 
expression and plurality of information. 

a) Encourage the media—print and broadcast as well as new media—to continue to play an important role in 
the Information Society. 

b) Encourage the development of domestic legislation that guarantees the independence and plurality of the 
media. 

c) Take appropriate measures—consistent with freedom of expression—to combat illegal and harmful 
content in media content.  

 



- 11 - 
 

d) Encourage media professionals in developed countries to establish partnerships and networks with the 
media in developing ones, especially in the field of training.  

e) Promote balanced and diverse portrayals of women and men by the media.  

f) Reduce international imbalances affecting the media, particularly as regards infrastructure, technical 
resources and the development of human skills, taking full advantage of ICT tools in this regard. 

g) Encourage traditional media to bridge the knowledge divide and to facilitate the flow of cultural content, 
particularly in rural areas. 
 
C10. Ethical dimensions of the Information Society 
25. The Information Society should be subject to universally held values and promote the common good and 
to prevent abusive uses of ICTs.  
 
a) Take steps to promote respect for peace and to uphold the fundamental values of freedom, equality, 
solidarity, tolerance, shared responsibility, and respect for nature. 

b) All stakeholders should increase their awareness of the ethical dimension of their use of ICTs. 

c) All actors in the Information Society should promote the common good, protect privacy and personal data 
and take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs 
such as illegal and other acts motivated by racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, 
hatred, violence, all forms of child abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, 
and exploitation of, human beings. 

d) Invite relevant stakeholders, especially the academia, to continue research on ethical dimensions of ICTs. 
 
C11. International and regional cooperation 
26. International cooperation among all stakeholders is vital in implementation of this plan of action and 
needs to be strengthened with a view to promoting universal access and bridging the digital divide, inter alia, 
by provision of means of implementation. 

a) Governments of developing countries should raise the relative priority of ICT projects in requests for 
international cooperation and assistance on infrastructure development projects from developed countries 
and international financial organizations.  

b) Within the context of the UN’s Global Compact and building upon the United Nations Millennium 
Declaration, build on and accelerate public-private partnerships, focusing on the use of ICT in development.  

c) Invite international and regional organizations to mainstream ICTs in their work programmes and to assist 
all levels of developing countries, to be involved in the preparation and implementation of national action 
plans to support the fulfilment of the goals indicated in the declaration of principles and in this Plan of 
Action, taking into account the importance of regional initiatives.  
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D. Digital Solidarity Agenda 
27. The Digital Solidarity Agenda aims at putting in place the conditions for mobilizing human, financial 
and technological resources for inclusion of all men and women in the emerging Information Society. Close 
national, regional and international cooperation among all stakeholders in the implementation of this Agenda 
is vital.  To overcome the digital divide, we need to use more efficiently existing approaches and 
mechanisms and fully explore new ones, in order to provide financing for the development of infrastructure, 
equipment, capacity building and content, which are essential for participation in the Information Society. 
 

D1. Priorities and strategies  

a) National e-strategies should be made an integral part of national development plans, including Poverty 
Reduction Strategies. 

b) ICTs should be fully mainstreamed into strategies for Official Development Assistance (ODA) through 
more effective donor information-sharing and co-ordination, and through analysis and sharing of best 
practices and lessons learned from experience with ICT-for-development programmes. 

D2. Mobilizing resources  

a) All countries and international organizations should act to create conditions conducive to increasing the 
availability and effective mobilization of resources for financing development as elaborated in the Monterrey 
Consensus. 

b) Developed countries should make concrete efforts to fulfil their international commitments to financing 
development including the Monterrey Consensus, in which developed countries that have not done so are 
urged to make concrete efforts towards the target of 0.7 per cent of gross national product (GNP) as ODA to 
developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of GNP of developed countries to least developed countries. 

c) For those developing countries facing unsustainable debt burdens, we welcome initiatives that have been 
undertaken to reduce outstanding indebtedness and invite further national and international measures in that 
regard, including, as appropriate, debt cancellation and other arrangements. Particular attention should be 
given to enhancing the Heavily Indebted Poor Countries initiative. These initiatives would release more 
resources that may be used for financing ICT for development projects. 

d) Recognizing the potential of ICT for development we furthermore advocate: 

i) developing countries to increase their efforts to attract major private national and foreign 
investments for ICTs through the creation of a transparent, stable and predictable enabling 
investment environment;  

ii) developed countries and international financial organisations to be responsive to the strategies and 
priorities of ICTs for development, mainstream ICTs in their work programmes, and assist 
developing countries and countries with economies in transition to prepare and implement their 
national e-strategies. Based on the priorities of national development plans and implementation of 
the above commitments, developed countries should increase their efforts to provide more 
financial resources to developing countries in harnessing ICTs for development;  

iii) the private sector to contribute to the implementation of this Digital Solidarity Agenda. 

e) In our efforts to bridge the digital divide, we should promote, within our development cooperation, 
technical and financial assistance directed towards national and regional capacity building, technology 
transfer on mutually agreed terms, cooperation in R&D programmes and exchange of know-how. 

f) While all existing financial mechanisms should be fully exploited, a thorough review of their adequacy in 
meeting the challenges of ICT for development should be completed by the end of December 2004. This 
review shall be conducted by a Task Force under the auspices of the Secretary-General of the United Nations 
and submitted for consideration to the second phase of this summit. Based on the conclusion of the review, 
improvements and innovations of financing mechanisms will be considered including the effectiveness, the 
feasibility and the creation of a voluntary Digital Solidarity Fund, as mentioned in the Declaration of 
Principles. 
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g) Countries should consider establishing national mechanisms to achieve universal access in both 
underserved rural and urban areas, in order to bridge the digital divide. 

 
E) Follow-up and evaluation 
28. A realistic international performance evaluation and benchmarking (both qualitative and quantitative), 
through comparable statistical indicators and research results, should be developed to follow up the 
implementation of the objectives, goals and targets in the Plan of Action, taking into account different 
national circumstances. 

a) In cooperation with each country concerned, develop and launch a composite ICT Development (Digital 
Opportunity) Index. It could be published annually, or every two years, in an ICT Development Report. The 
index could show the statistics while the report would present analytical work on policies and their 
implementation, depending on national circumstances, including gender analysis.  

b) Appropriate indicators and benchmarking, including community connectivity indicators, should clarify the 
magnitude of the digital divide, in both its domestic and international dimensions, and keep it under regular 
assessment, and tracking global progress in the use of ICTs to achieve internationally agreed development 
goals, including those of the Millennium Declaration.  

c) International and regional organizations should assess and report regularly on universal accessibility of 
nations to ICTs, with the aim of creating equitable opportunities for the growth of ICT sectors of developing 
countries. 

d) Gender-specific indicators on ICT use and needs should be developed, and measurable performance 
indicators should be identified to assess the impact of funded ICT projects on the lives of women and girls.  

e) Develop and launch a website on best practices and success stories, based on a compilation of 
contributions from all stakeholders, in a concise, accessible and compelling format, following the 
internationally-recognized web accessibility standards. The website could be periodically updated and turned 
into a permanent experience-sharing exercise.  

f) All countries and regions should develop tools so as to provide statistical information on the Information 
Society, with basic indicators and analysis of its key dimensions. Priority should be given to setting up 
coherent and internationally comparable indicator systems, taking into account different levels of 
development.  
 
F) Towards WSIS phase 2 (Tunis) 
29. Recalling General Assembly Resolution 56/183 and taking into account the outcome of the Geneva 
phase of the WSIS, a preparatory meeting will be held in the first half of 2004 to review those issues of the 
Information Society which should form the focus of the Tunis phase of the WSIS and to agree on the 
structure of the preparatory process for the second phase. In line with the decision of this Summit concerning 
its Tunis phase, the second phase of the WSIS should consider, inter alia: 

a) Elaboration of final appropriate documents based on the outcome of the Geneva phase of the WSIS with a 
view to consolidating the process of building a global Information Society, and reducing the Digital Divide 
and transforming it into digital opportunities. 

b) Follow-up and implementation of the Geneva Plan of Action at national, regional and international levels, 
including the United Nations system, as part of an integrated and coordinated approach, calling upon the 
participation of all relevant stakeholders. This should take place, inter alia, through partnerships among 
stakeholders.  
 

 

******************** 
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OPENING AND WELCOME

I welcome everyone to Geneva and open this seminar on Global Relevance.  My name is
Robert Denoble, I am Vice-President of the IEC and Chairman of the IEC Standardization
Management Board.

I would like to introduce:
• Mr. Jean-Pierre Brotons-Dias, Technical Director,
• Mr. Raymond Cordelier, Standards Development Manager, and
• Mr. Jack Sheldon, Head, technical information support and services

BACKGROUND

I would like to give you the background of how the question of Global Relevance of IEC
standards came into being and how it has concluded, at  present.
This subject was developed in the three following phases:

1. Initial proposal at Council Board level, creation of a CB GRTF
2. Implementation procedures at SMB level, creation of a SMB ad hoc Group
3. Discussion at CB level on the SMB ad hoc Group proposal,  setting-up of a CB ad

hoc Group and final text concerning the implementation procedure.

1. First phase - Setting up of a CB GRTF  on global relevance of IEC standards

At the IEC Council Board meeting in Kyoto, in October 1999, the US member had submitted a
proposal regarding the inclusion in IEC standards of “regional conditions of an essential and
permanent nature”.

Following discussion, the Council Board recognized that this issue needed to be considered and
achieved, bearing in mind that the WTO agreement specified that an international standard
should be used as a basis for international trade.

Council Board decided to set up a Task Force, to look into the global relevance of IEC
standards.  Mr. Reimer and myself were requested to define the terms of reference of this Task
Force.

The Task Force members are:

Messrs Joyez (FR), Piqueira (US), Rüsch (DE), Wang (CN), Yamada (JP), under the
convenorship of Mr. Flood, with Mr. Brotons-Dias from Central Office as secretary.

As a result of the first meeting in May 2000, and in order to carry out the study on global
relevance, a questionnaire was sent to all National Committees in order to determine the
specific reasons why certain IEC standards were not suitable for national adoption and/or use.
The questionnaire was voluntary limited to those standards within the scopes of TC 17, TC 61,
TC 62 and TC 100.  The survey showed that only 50 to 55% of the standards had been taken
up by NCs.  The results of this survey, in my opinion, do not give an exact image of the situation
regarding the adoption of IEC standards.

The final recommendations resulting from this CB task force were completed in February 2001,
based upon an in-depth review of the responses to the questionnaire, and confirmed three
essential reasons why deviations could exist:
• differences in legal and regulatory requirements,
• differences in technical infrastructures,
• differences in climatic conditions



Two of the four recommendations proposed by the GRTF, which are the more important ones
are:

i) To ensure transparency and facilitate harmonization, IEC standards should include
essential regional/national differences in the main body of the standard as an
informative part.  These essential differences may become normative requirements
in a regional/country adoption of the standard.  Such an adoption is a modified
(MOD) version of the IEC standard.

ii) A regional/national body requesting that an essential difference be incorporated in
an IEC standard must justify its request.  An IEC TC/SC deciding not to accept such
a request must justify its decision.

2. Second Phase - Creation of SMB ad hoc Group – development of implementation
procedures

The Council Board fully supported these recommendations and asked the Committee of Action
(now the Standardization Management Board) to develop implementation procedures to
consider any possible impact on the existing Directives and processes.

To fulfil this mission and before setting up an ad hoc Group, as chairman of the CA, I contacted
CA members requesting input on the best way to proceed to implement the CB/GRTF
recommendations.

From the many comments received and discussed during the CA June 2001 meeting, it
appeared that the recommendations, although approved by the CB, required guidelines for
interpretation, particularly concerning recommendations 1 and 2.

All the comments received were given to the CA ad hoc Group, set up to develop an
implementation procedure for IEC policy in global relevance of IEC standards.  The members of
this group are:

Messrs. Graham (UK), Kitzantides (US), Miller (AU), Mori (JP), Rundqvist (SE) and
Salffner (DE) under the convenorship of Mr. Flood (CA), who had also been convenor of
the CB GRTF.  Mr. Brotons-Dias from Central Office acted as secretary.

At the October 2001 CA meeting held in Firenze, the CA ad hoc Group submitted a status report
on which substantial comments were received.

A final proposal for the implementation procedures was submitted to the SMB from the ad hoc
group in December 2001 for approval at the SMB meeting in February 2002, (document
CA/2096A/R).

Following a presentation of the work of the group by the convenor Mr. Flood and discussion
where many comments, both in favour or against, were expressed, the SMB finally approved
the proposal.

There were two points which were not completely in line with the CB/GRTF recommendations:
• the use of the words “alternative solutions” instead of “essential requirements”
• and the fact that essential differences are intended to be quoted in the main body of the

standard as “normative” instead of “informative”.

I would like to say that the SMB played an important role in drawing up the implementation
procedure for the IEC policy on Global Relevance of IEC standards the proposal of which was



submitted to the IEC Council Board for consideration and endorsement at the April 2002 CB
meeting.

3. Final phase – CB ad hoc Group – Implementation
 
Having already submitted comments in advance of the meeting, the main objection of Council
Board to the SMB’s ad hoc Group proposal was that by including alternative solutions in the
normative part of the IEC standard, the international general aspect would be diluted. There was
consensus among CB members that IEC standards should, as far as possible, reflect a single
solution and that a “catalogue of standards” would not serve the interests of the IEC, nor those
of global relevance.

I drew the attention of the CB to the fact that the Directives did allow for different solutions to be
included in a standard if there was consensus within the TC concerned.  I think later today
examples of existing cases will be shown by Mr. Cordelier from Central Office.

The CB concluded by asking me, in my capacity as IEC Vice-President, to convene a CB ad
hoc Group comprising:

Messrs. Flood (CA), Gerlach (DE), Seeker (US),

with the task of reaching consensus as regards the SMB ad hoc group’s proposal, taking into
account the CB members’ comments and respecting the spirit of the original approved
CB/GRTF recommendations. Mr. Brotons-Dias acted as secretary to this small group.

During its second meeting in Paris, three experts were invited to participate:

Messrs. Schramm, (TC 17), Pelta, (TC 64) and Wells, (Seymour-Legrand).

The Council Board during its meeting in Beijing in October 2003, approved the implementation
of essential differences in requirements in IEC standards was circulated in AC/135/2002.

I would say that the main difference compared to the original CB GRTF recommendation is that
“essential requirements” may, in well specific cases, be included as normative requirements on
an equivalent basis, either in the main body or in a normative annex of the standard.

CONCLUSION
The object of this seminar is to permit technical committee and subcommittee officers, as well
as NC secretaries, to be aware of the procedures and, where necessary, to put into action the
implementation of essential differences in requirements in IEC standards.

The implementation of these procedures, which will be outlined today, would be the basis for a
review of the procedure after two years. This will enable us, in the SMB, to work out any
defaults, that may arise and to correct them as we go along and to gain the maximum benefits.
That is why it has been decided for the time being that no modification will be made to the
existing Directives.

Seminar on Global relevance of IEC standards – Implementation procedures
R. Denoble
2003-04-15
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Introduction 1

The fundamental goal of the IEC is to promote international 
co-operation and trade through the development of IEC 
standards.

It is important that regional conditions of an essential and 
permanent nature are addressed during the development or 
revision of a standard.

The Council Board (CB) concluded that there was a need to 
recognize this reality as a major challenge and decided to 
incorporate its resolution into the strategic and technological 
objectives of the IEC.
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Introduction 2

The CB approved a procedure by which essential differences 
in requirements in IEC standards may, in well-specified 
cases, be included – on an equivalent basis – as normative 
requirements, either in the main body or in a normative 
annex, in the relevant standard.

Essential requirements due to legal and regulatory provisions 
shall be included in an informative annex.

“In some countries” clause remains in use and will be 
reviewed in two years time.
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Essential differences 

Two parameters to be considered:
basic requirements
implementation procedures
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Basic principles 1

IEC standards should meet the needs of major segments of 
the market.

In well specified cases essential differences in requirements 
(EDR) may be included:

in the main body of the standard as a normative 
requirement, or
in a normative annex of the relevant standard.

If not a major segment of the market, essential differences in 
requirements should be included in an informative annex.
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Basic principles 2

In order to be included in the normative part of the standard 
EDR shall be based on:

differences in technical infrastructures,
differences in climatic conditions.

Proposals for EDR based on other characteristics, which may 
be included in the normative part of the standard, must be 
submitted to the relevant TC/SC by the National Committee 
for consideration.
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Basic principles 3

EDR which characterize the electrical systems are:
frequencies as quoted in IEC 60196
voltages as quoted in IEC 60038
currents as quoted in IEC 60059
earthing systems as quoted in IEC 60364.

EDR based on climatic conditions are quoted in IEC 60721 
and based on classification system.



15 April 2003 JPBD - Implementing Essential Differences in Requirements - Geneva, Switzerland 9

Basic principles 4

EDR based on alternative sizing can also be included in the 
normative part of a standard according to Annex E of the 
ISO/IEC Directives part 2.

EDR does not mean different side-by-side standards and the 
procedure of including EDR in the normative part of a 
standard is to be applied only in those cases where the 
TC/SC agrees on the achievement of a substantial degree of 
harmonisation with most of the other requirements in the 
standard.



15 April 2003 JPBD - Implementing Essential Differences in Requirements - Geneva, Switzerland 10

Implementation procedure 1

Each proposal for EDR, including justification shall be 
endorsed by the relevant NC.

Each proposal for EDR shall include technical and market 
justification and indicate how any resulting IEC standard will 
be treated nationally.

EDR shall be submitted at the earliest stage (NWIP) but not 
later than the end of the CD stage.
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Implementation procedure 2

EDR shall be included in the CDV and FDIS.
IPR provisions applicable to NWIPs have to be applied .
When voting on a CDV or FDIS containing an EDR in the 
normative part of the standard, NCs shall not take the 
inclusion itself of such difference as the reason for a negative
vote.
All negative votes related to EDR at any stage (NWIP, CDV, 
FDIS) must be accompanied by a technical/market 
justification.
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Legal & regulatory requirements

Different requirements due to legal and regulatory provisions 
shall be included in an informative annex of the relevant IEC 
standard.

This annex should indicate:
the law/regulation reference,
the technical rationale,
the body responsible for the requirement 
(government/ministry/department/agency)

The annex shall be referenced in the main body of the 
standard at the relevant clause.
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“In some countries” clause

This clause may still be applied according to the IEC 
supplement to the ISO/IEC Directives.

However, in order to avoid duplication the relevance of this 
clause shall be reassessed after two years of implementation 
of the EDR procedure.
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Revision of existing standards 1

NC proposals shall be sent to the relevant TC/SC secretary 
with the mention of the procedure to be followed (EDR, 
Legal/regulatory, “in some countries” clause.)

If EDR are requested by a NC on a revision of an existing 
standard, a proposal including justification shall be sent to the 
relevant TC/SC secretary.
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Revision of existing standards 2

If an urgent inclusion of an EDR is required in an existing 
standard which implies a need to request derogation 
concerning the maintenance cycle (MC), this request should 
be mentioned in the NC proposal and a copy sent to the SMB 
secretary for information.

The relevant TC/SC secretary may send an official request for 
derogation concerning the maintenance cycle (MC) of this 
standard to the SMB secretariat.
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Implementation

SMB will install a system for monitoring the inclusion of EDR 
and legal provisions in IEC standards.

A periodic report will be provided and be the basis for review 
of the procedure after two years.

The SMB Directive Maintenance Team will review the existing 
Directives in order to accommodate the above-mentioned 
procedure.
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MAJOR SEGMENT
OF THE MARKET?

TECHNICAL
INFRASTRUCTURE OR
CLIMATIC CONDITIONS

OR SIZING

YES

YES

NO

OTHER
CHARACTERISTICS

SUBMIT TO TCs/SCs

TC/SC
CONSENSUS?

NO

YES OPTIONAL APPEAL
TO TC OR SMB
APPROVED?

NC PROPOSAL
REJECTED

NO

NO

NEGATIVE
RESULT

MAIN BODY OF THE IEC STANDARD

OR NORMATIVE ANNEX

TC/SC CONSENSUS

• Procedure applies in those cases where TC/SC agrees on the
achievement of a substantial degree of harmonization with most of
the other requirements

• No different side by side standards

NATIONAL COMMITTEES VOTES ON NPWI/CDV/FDIS

• No negative vote in reason of differences in essential requirements

• If negative votes technical & market justification needed

YES

NO

POSITIVE
RESULT

YES

ASSIST USERS
OF THE

STANDARD?

INFORMATIVE ANNEX
• Market justification
• Technical justification

NC PROPOSAL FOR INCLUSION OF ESSENTIAL DIFFERENCES
IN REQUIREMENTS IN A NEW STANDARD

• Technical & market justifications

• How the resulting IEC standard will be treated nationally

• To be submitted preferably at NP but no later than CD stage 

YES

NOTE 1   Legal/Regulatory requirements shall be included in an informative annex.

NOTE 2  For "in some countries" clause, see IEC supplement to the ISO/IEC Directives.

NOTE 3  For existing standards, on receipt of a proposal from a NC , the TC/SC Secretary may request the SMB to grant a
derogation  concerning the Maintenance.

NOTE 3  Legal/Regulatory requirements shall be included in an informative annex.
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Fusibles à haute tension – 

Partie 1: 
Fusibles limiteurs de courant 

 
High-voltage fuses – 

Part 1: 
Current-limiting fuses 

 

Numéro de référence 
Reference number 

CEI/IEC 60282-1:2002 



60282-1 © IEC:2002 – 29 – 

 

The rated voltage of a fuse should be selected from the voltages given in table 3. 

Table 3 – Rated voltages 

Series I 

kV 

Series II 

kV 

3,6 

7,2 

12 

17,5 

24 

36 

40,5 

52 

72,5 

2,75 

5,5 

8,25 

15 

15,5 

25,8 

38 

48,3 

72,5 

 

4.2 Rated insulation level (of a fuse-base) 

The voltage values (both power frequency and impulse) which characterize the insulation of the 
fuse-base with regard to its capability of withstanding dielectric stresses (see clause 8). 

Two levels of dielectric withstand are recognized for a fuse-base according to European 
practice. These are termed "List 1" and "List 2" and relate to different severities of application 
and corresponding different values of test voltage for the dielectric tests (see 8.3.6). 

The rated insulation level of a fuse-base should be selected from tables 4 and 5. 

– Table 4 is based on practice in Europe, and standard reference conditions of temperature, 
pressure and humidity are 20 °C, 101,3 kPa (1 013 mbar) and 11 g/m3, respectively, of 
water. 

– Table 5 is based on practice in the U.S.A. and Canada where standard reference conditions 
of temperature, pressure and humidity are 25 °C, 101,3 kPa (1 013 mbar) and 15 g/m3, 
respectively, of water. 

It shall be stated whether the fuse is suitable for indoor or outdoor service. 
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Table 4 � Fuse-base rated insulation levels � Series I

Rated lightning impulse withstand voltage
(negative and positive polarity)

Rated 1 min power-frequency
withstand voltage

List 1
kV (peak)

List 2
kV (peak)

(dry and wet)
kV (r.m.s.)

Rated
voltage of
the fuse

kV
To earth

and
between

poles

Across the
isolating

distance of
the fuse-base

(see note)

To earth
and

between
poles

Across the
isolating

distance of
the fuse-base

(see note)

To earth
and

between
poles

Across the
isolating

distance of
the fuse-base

(see note)

3,6

7,2

12

17,5

24

36

40,5

52

72,5

20

40

60

75

95

145

180

250

325

23

46

70

85

110

165

200

290

375

40

60

75

95

125

170

190

250

325

46

70

85

110

145

195

220

290

375

10

20

28

38

50

70

80

95

140

12

23

32

45

60

80

95

110

160

NOTE  An isolating insulation level should be specified only for those fuse-bases to which isolating properties
are assigned.

Table 5 � Fuse-base rated insulation levels � Series II

Rated lightning impulse withstand
voltage (negative and positive polarity)

kV (peak)

Rated power-frequency withstand voltage

kV (r.m.s.)

To earth and
between poles

Across the isolating
distance of the

fuse-base (see note)

To earth and
between poles

Across the isolating
distance of the fuse-

base (see note)

Outdoor Outdoor

Rated
voltage of
the fuse

kV

Indoor Outdoor Indoor Outdoor Indoor
1 min

dry

1 min
dry

10 s
wet

Indoor
1 min

dry

1 min
dry

10 s
wet

2,75

4,76

8,25

15

15,5

25,8

38

48,3

72,5

45

60

75

95

110

125

150

�

�

�

�

95

�

110

150

200

250

350

50

70

80

105

125

140

165

�

�

�

�

105

�

125

165

220

275

385

15

19

26

36

50

60

80

�

�

�

�

35

�

50

70

95

120

175

�

�

30

�

45

60

80

100

145

17

21

29

40

55

66

88

�

�

�

�

39

�

55

77

105

132

195

�

�

33

�

50

66

88

110

160

NOTE  An isolating insulation level should be specified only for those fuse-bases to which isolating properties
are assigned.

4.3 Rated frequency

Standard values of rated frequency are 50 Hz and 60 Hz.
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27.2 Warm-up time � Detection and measurement assembly

27.2.1 Requirements

When exposed to the radioactive source, the assembly shall give an indication which does not
differ by more than ±10 % from the value obtained under standard conditions (see table 3)
within 30 min after being switched on.

27.2.2 Test method

Prior to this test, the equipment shall be disconnected from the power supply for at least 1 h.

Use a radioactive source to give approximately one-third to one-half of the maximum reading.
Switch on the detection and measurement assembly.

Note values of indication of activity every 5 min during 1 h. Ten hours after switching on, take
sufficient readings, in accordance with clause 25, and use the mean value as the "final value"
of indication.

Draw a graph of activity indication versus time, correcting for decay in activity as necessary.

The difference between the "final value" and the value read from the curve for 30 min shall lie
within the limits specified.

27.3 Power supply variations

27.3.1 Requirements

The assemblies shall be capable of operating from the mains with a supply voltage tolerance of
+10 % and �12 % and supply frequencies of 47 Hz to 51 Hz (57 Hz to 61 Hz in the United
States of America and Canada) without the indication varying by more than 10 % from the
indication under standard test conditions.

27.3.2 Test method

Use a radioactive source to give a reading within the second decade of the measuring range.
With the supply voltage and frequency at their nominal values, take the mean of consecutive
readings in accordance with clause 25.

For alternating or direct current:

Take the mean of two further sets of sufficient consecutive readings (with the supply at the
nominal frequency for alternating current) at a voltage 10 % above the nominal value and the
mean of sufficient consecutive readings then at a voltage 12 % below the nominal value.

These two mean values shall not differ from that obtained with the nominal supply voltage by
more than ±10 %.

For alternating current:

Take the mean of sufficient consecutive readings with a nominal supply voltage and a
frequency of 47 Hz (57 Hz in the United States of America and Canada) and the mean of
sufficient consecutive readings with a nominal supply voltage and a frequency of 51 Hz (61 Hz
in the United States of America and Canada).

jpm
27.3.1  RequirementsThe assemblies shall be capable of operating from the mains with a supply voltage tolerance of+10 % and  Ł12 % and  supply  frequencies  of  47  Hz  to  51  Hz  (57  Hz  to  61  Hz  in  the  UnitedStates  of  America  and  Canada)  without  the  indication  varying  by  more  than  10  %  from  theindication under standard test conditions.
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a) for the composite video input, see figure 24.
b) for the S video input, see figure 25.

6.16.4 Measurement

Record and reproduce the test signal. Apply the test signal from the composite video output
connector or S video output connector to the colour noise meter.

The setting for the colour noise meter shall be as follows:

Table 3 – Setting of the colour noise meter for chrominance measurement

Filter Cut off frequency

HPF 100 Hz

LPF 500 kHz

NOTE  Hue compensation: on (for NTSC only. Set to the optimum position)

Practical measurement method

a) Set the colour noise meter.
b) Adjust the input chrominance level
c) Record and reproduce the test signal and read the AM and PM noises on the colour noise

meter.
d) Change the input level.
e) Record and reproduce the test signal and read the AM and PM noises on the colour noise

meter.
f) Repeat the procedures d) and e) a sufficient number of times.
g) Find the highest point and the lowest point, if the S/N ratio is not regular.

Table 4 – Example: Chrominance level of test signal (8 bit system)

for NTSC for PAL

83 % 0,592 Vp-p 90 % 0,630 Vp-p

84 % 0,600 Vp-p 91 % 0,637 Vp-p

85 % 0,607 Vp-p 92 % 0,644 Vp-p

86 % 0,614 Vp-p 93 % 0,651 Vp-p

87 % 0,621 Vp-p 94 % 0,658 Vp-p

88 % 0,628 Vp-p 95 % 0,665 Vp-p

89 % 0,635 Vp-p 96 % 0,672 Vp-p

90 % 0,643 Vp-p 97 % 0,679 Vp-p

91 % 0,650 Vp-p 98 % 0,686 Vp-p

92 % 0,657 Vp-p 99 % 0,693 Vp-p

93 % 0,664 Vp-p 100 % 0,700 Vp-p

NOTE 1  The chrominance level is changed by 1 % ( ≤ 1 %) steps within ±5 % ( ≤ ±10 %) of the centre
level according to IEC 61041-5, 3.1, where 100 % chrominance ( ≤ white) level is 0,714 Vp-p for NTSC
and 0,700 Vp-p for PAL.

NOTE 2  The absolute value of chrominance (  white) level is not specified.

6.16.5 Presentation of the results

The presentation of the results shall be as follows:
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for NTSC for PAL83 % 0,592 Vp-p 90 % 0,630 Vp-p84 % 0,600 Vp-p 91 % 0,637 Vp-p85 % 0,607 Vp-p 92 % 0,644 Vp-p86 % 0,614 Vp-p 93 % 0,651 Vp-p87 % 0,621 Vp-p 94 % 0,658 Vp-p88 % 0,628 Vp-p 95 % 0,665 Vp-p89 % 0,635 Vp-p 96 % 0,672 Vp-p90 % 0,643 Vp-p 97 % 0,679 Vp-p91 % 0,650 Vp-p 98 % 0,686 Vp-p92 % 0,657 Vp-p 99 % 0,693 Vp-p93 % 0,664 Vp-p 100 % 0,700 Vp-pNOTE 1 The chrominance level is changed by 1 % ( ≤ 1 %) steps within ±5 % ( ≤ ±10 %) of the centrelevel according to IEC 61041-5, 3.1, where 100 % chrominance ( ≤white) level is 0,714 Vp-p for NTSCand 0,700 Vp-p for PAL.NOTE 2 The absolute value of chrominance ( white) level is not specified.
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Table 4 – Example: Chrominance level of test signal (8 bit system)
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Table 3 – Setting of the colour noise meter for chrominance measurementFilter Cut off frequencyHPF 100 HzLPF 500 kHzNOTE Hue compensation: on (for NTSC only. Set to the optimum position)
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The centre value of the cathode voltage for low-resistance cathodes is 3,6 V, and it is
convenient to use a regular 6,3 V filament transformer operated at a reduced primary voltage
so that an output of 3,6 V is obtained.

B.2.4  Calibration of cathode heating transformer

Each cathode transformer (or pair of transformers) shall be individually calibrated to determine
the power loss that will exist during normal operation.

This power will vary with the current to be supplied to the particular type of cathode involved.
These loss values, however, need to be determined only once for a given transformer for each
cathode type. The appropriate transformer loss can then be applied to the measurement of the
various types of lamps.

It is convenient to obtain a "voltage calibration" on each transformer. This involves determining
the primary voltage that must be set in order to obtain the required secondary output voltage.
This calibration, although not entirely essential, makes it possible to use primary voltage
settings in all routine work, thus avoiding the need for constant use of the more fragile low-
range thermocouple voltmeters.

In making the calibration, each secondary winding of the transformer should be connected to a
substitution resistor, having the electrical characteristics specified for the particular cathode
type involved. The primary voltage should be adjusted so that the average of the two secondary
voltages is 3,6 V, and the value of the primary voltage should then be recorded. It is essential
that this calibration is repeated for any other cathode type with which the transformer is used.

The power loss in the transformer (core loss and E2/R loss considered together) shall also be
determined for each load condition. With the primary voltage again set so as to give the
specified voltage of 3,6 V across the substitution resistors, the power input shall be read.
(Since the total wattage to be read is likely to be below 10 W, a low-range wattmeter shall be
used). The loss in the transformer may be calculated as the wattage input reading, minus the
instrument corrections, and also minus the power absorbed by the substitution resistors. This
power in the resistors can be calculated as E2/R for each of the windings.

The transformer loss is assumed to be constant for all lamps having the same cathode
resistance, and no allowance is necessary for the slight differences resulting from variations in
actual cathodes.

B.3 Cathode characteristics of lamps having preheated cathodes for operation
on starterless circuits

B.3.1  Test circuit

Cathode resistance shall be measured using a suitable d.c. supply or a 50 Hz or 60 Hz a.c.
supply.

B.3.2  Lamps for operation on a.c. mains frequencies

The voltage at the cathode terminals shall be adjusted to the value of the test voltage given on
the relevant lamp data sheet, and the current shall be measured. From these, after deduction
of the consumption of the voltmeter, the cathode resistance shall be determined.

jpm
Cathode resistance shall be measured using a suitable d.c. supply or a 50 Hz or 60 Hz a.c.supply.

jpm
B.3.1 Test circuit
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Table C.2 – Fuse values for photographic lamps

Lamp Fuse

Rated voltage
V

Rated wattage
W

Rated current
A

a b

100-135
200-250

100-135
200-250

100-109
110-135
200-250

100-135
200-250

100-109
110-135
200-250

200-250

100-135
200-219
220-250

110-135
200-219
220-250

110-135
200-250

500

600

650

800

1 000

1 250

2 000

5 000

10 000

6,3
4,0

6,3
4,0

10,0 c

6,3
4,0

10,0 c

6,3

–-
10,0 c

6,3

10,0 c

–-
–-
–-

–-
–-
–-

–-
–-

–
–

–
–

10,0
6,0
4,0

10,0
6,0

16,0
10,0
6,0

10,0

25,0
16,0
10,0

50,0
35,0
25,0

100,0
50,0

a  Quick-acting miniature fuses 250 V with high breaking capacity (IEC 60127-2).
b  Quick-acting D-fuses, 500 V (IEC 60269-3-1).
c  Not included in IEC 60127-2, but in common use.

C.8 Maximum bulb wall temperatures of self-shielded lamps

The bulb wall temperature of self-shielded tungsten halogen lamps where access to the bulb is
possible should not exceed the values given in Table C.3.

Compliance with these limits will avoid weakening of the bulb.

Table C.3 – List of maximum bulb temperatures

Rated wattage Maximum bulb
temperature

°C

≤20 W 600

>20 W and ≤50 W Under consideration

>50 W 900

Conditions and methods of measurement are described in Annex E.

jpm
Table C.2 – Fuse values for photographic lampsLamp FuseVRated wattageW100-135200-250100-135200-250100-109110-135200-250100-135200-250100-109110-135200-250200-250100-135200-219220-250110-135200-219220-250110-135200-250

jpm
Table C.2 – Fuse values for photographic lampsLamp FuseVRated wattage100-135200-250100-135200-250100-109110-135200-250100-135200-250100-109110-135200-250200-250100-135200-219220-250110-135200-219220-250110-135200-250
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Table C.2 – Fuse values for photographic lampsLamp FuseRated voltageVRated wattage100-135200-250100-135200-250100-109110-135200-250100-135200-250100-109110-135200-250200-250100-135200-219220-250110-135200-219220-250110-135200-250
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Rated current6508001 0001 2502 0005 00010 000b Quick-acting D-fuses, 500 V (IEC 60269-3-1).c Not included in IEC 60127-2, but in common use.

jpm
Rated currentAa b6,34,06,34,010,0 c6,34,010,0 c6,3–-10,0 c6,310,0 c–-–-–-–-–-–-–-–-a Quick-acting miniature fuses 250 V with high breaking capacity (IEC 60127-2).b Quick-acting D-fuses, 500 V (IEC 60269-3-1).c Not included in IEC 60127-2, but in common use.

jpm
–10,06,04,010,06,016,010,06,010,025,016,010,050,035,025,0100,050,0
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Annex B 
(informative)

Specification of the wanted signal

B.1 General

Europe TR 101154

Source coding MPEG-2 video

MPEG-2 audio

Video elementary stream Colour bar, with small moving element

Video bit rate 6 Mbit/s

Audio elementary stream for reference measurement 1 kHz/full range �6 dB

Audio elementary stream for noise measurement 1 kHz/silence

Audio bit rate 192 kbit/s

Japan

Source coding MPEG-2 video

MPEG-2 audio

Data coding Optional

Video elementary stream Colour bar, with small moving element

Video bit rate 6 Mbit/s

Audio elementary stream for reference measurement 1 kHz/full range �6 dB

Audio elementary stream for noise measurement 1 kHz/silence

Audio bit rate 192 kbit/s

USA ATSC Standard A/53B with Amendment 1

Source coding MPEG-2 video

AC-3 audio

Video elementary stream Colour bar, with small moving element

Video bit rate 6 Mbit/s

Audio elementary stream for reference measurement 1 kHz/full range �6 dB

Audio elementary stream for noise measurement 1 kHz/silence

Audio bit stream 192 kbit/s

jpm
Europe TR 101154Source coding MPEG-2 videoMPEG-2 audioVideo elementary stream Colour bar, with small moving elementVideo bit rate 6 Mbit/sAudio elementary stream for reference measurement 1 kHz/full range Ł6 dBAudio elementary stream for noise measurement 1 kHz/silenceAudio bit rate 192 kbit/sJapanSource coding MPEG-2 videoMPEG-2 audioData coding OptionalVideo elementary stream Colour bar, with small moving elementVideo bit rate 6 Mbit/sAudio elementary stream for reference measurement 1 kHz/full range Ł6 dBAudio elementary stream for noise measurement 1 kHz/silenceAudio bit rate 192 kbit/sUSA ATSC Standard A/53B with Amendment 1Source coding MPEG-2 videoAC-3 audioVideo elementary stream Colour bar, with small moving elementVideo bit rate 6 Mbit/sAudio elementary stream for reference measurement 1 kHz/full range Ł6 dBAudio elementary stream for noise measurement 1 kHz/silenceAudio bit stream 192 kbit/s



CISPR 13 Amend. 1   IEC:2003 � 19 �

B.2 Terrestrial TV

Europe EN 300 744

Level 50 dB(µV) / 75 Ω-VHF BIII

54 dB(µV) / 75 Ω-UHF BIV/V

Channel 9, 25 or 55

Modulation OFDM

Mode 2 k or 8 k

Modulation scheme 64 QAM

Guard interval 1/32

Code rate 2/3

Useful bit rate 24,128 Mbit/s

Japan ARIB STD-B21 Version 3.1

ARIB STD-B31 Version 1.2

Level 34 dB(µV) to 89 dB(µV) / 75 Ω

Frequency 470 MHz to 770 MHz, 5,7 MHz bandwidth

Modulation OFDM

Mode (carrier spacing) 4 k, 2 k, 1 k

Carrier modulation QPSK, DQPSK, 16 QAM, 64 QAM

Guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Information bit rate: maximum 23,224 Mbit/s

USA ATSC 8VSB

Level 54 dB(µV) (ATSC 64 see 4.2.5)

Channel 2 to 69

Modulation 8 VSB or 16 VSB

Code rate 2/3

Useful bit rate 19,39 Mbit/s

jpm
Europe EN 300 744Level 50 dB(µV) / 75 Ω-VHF BIII54 dB(µV) / 75 Ω-UHF BIV/VChannel 9, 25 or 55Modulation OFDMMode 2 k or 8 kModulation scheme 64 QAMGuard interval 1/32Code rate 2/3Useful bit rate 24,128 Mbit/sJapan ARIB STD-B21 Version 3.1ARIB STD-B31 Version 1.2Level 34 dB(µV) to 89 dB(µV) / 75 ΩFrequency 470 MHz to 770 MHz, 5,7 MHz bandwidthModulation OFDMMode (carrier spacing) 4 k, 2 k, 1 kCarrier modulation QPSK, DQPSK, 16 QAM, 64 QAMGuard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32Code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8Information bit rate: maximum 23,224 Mbit/sUSA ATSC 8VSBLevel 54 dB(µV) (ATSC 64 see 4.2.5)Channel 2 to 69Modulation 8 VSB or 16 VSBCode rate 2/3Useful bit rate 19,39 Mbit/s
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B.3 Satellite TV

Europe EN 300 421

Level 60 dB(µV) / 75 Ω

Frequency 1 550 MHz

Modulation QPSK

Code rate 3/4

Useful bit rate 38,015 Mbit/s

Japan (Communication satellite) ARIB STD-B1 Version 1.4

Level 48 dB(µV) to 81 dB(µV) / 75 Ω

Frequency 1st IF 1 000 MHz to 1 550 MHz, 27 MHz bandwidth

Parameters for CS digital broadcasting

Transmission frequency 12,5 GHz to 12,75 GHz

Modulation QPSK

Code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Information bit rate 34,0 Mbit/s

Japan (Broadcasting satellite) ARIB STD-B20 Version 3.0

ARIB STD-B21 Version 3.1

Level 48 dB(µV) to 81 dB(µV) / 75 Ω

Frequency 1st IF 1 032 MHz to 1 489 MHz, 34,5 MHz bandwidth

Parameters for BS digital broadcasting

Transmission frequency 11,7 GHz to 12,2 GHz

Modulation TC8PSK, QPSK, BPSK

Code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Information bit rate: maximum 52,0 Mbit/s
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Europe EN 300 421Level 60 dB(µV) / 75 ΩFrequency 1 550 MHzModulation QPSKCode rate 3/4Useful bit rate 38,015 Mbit/sJapan (Communication satellite) ARIB STD-B1 Version 1.4Level 48 dB(µV) to 81 dB(µV) / 75 ΩFrequency 1st IF 1 000 MHz to 1 550 MHz, 27 MHz bandwidthParameters for CS digital broadcastingTransmission frequency 12,5 GHz to 12,75 GHzModulation QPSKCode rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8Information bit rate 34,0 Mbit/sJapan (Broadcasting satellite) ARIB STD-B20 Version 3.0ARIB STD-B21 Version 3.1Level 48 dB(µV) to 81 dB(µV) / 75 ΩFrequency 1st IF 1 032 MHz to 1 489 MHz, 34,5 MHz bandwidthParameters for BS digital broadcastingTransmission frequency 11,7 GHz to 12,2 GHzModulation TC8PSK, QPSK, BPSKCode rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8Information bit rate: maximum 52,0 Mbit/s
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B.4 Cable TV

Europe EN 300 429

Level 60 dB(µV) / 75 Ω

Frequency Hyperband channel closest to 375 MHz

Modulation 64 QAM

Useful bit rate 38,015 Mbit/s

Japan JCTEA STD-002-1.0 (Multiplex System for Digital
Cable Television)

JCTEA STD-004-1.0 (Receiver for Digital Cable
Television)

Level 53 dB(µV) to 85 dB(µV) / 75 Ω

Frequency 90 MHz to 770 MHz, 6 MHz bandwidth

Parameters for CATV digital broadcasting

Modulation 64 QAM

Transmission bit rate 31,644 Mbit/s

Information bit rate 29,162 Mbit/s

USA ANSI/SCTE 07 2000

Level 60 dB(µV) / 75 Ω

Frequency 88 MHz to 860 MHz

Modulation 64 QAM or 256 QAM

Useful bit rate 26,970 Mbit/s (64 QAM),
38,810 Mbit/s (256 QAM)

Return path 5 MHz to 40 MHz, QPSK
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Europe EN 300 429Level 60 dB(µV) / 75 ΩFrequency Hyperband channel closest to 375 MHzModulation 64 QAMUseful bit rate 38,015 Mbit/sJapan JCTEA STD-002-1.0 (Multiplex System for DigitalCable Television)JCTEA STD-004-1.0 (Receiver for Digital CableTelevision)Level 53 dB(µV) to 85 dB(µV) / 75 ΩFrequency 90 MHz to 770 MHz, 6 MHz bandwidthParameters for CATV digital broadcastingModulation 64 QAMTransmission bit rate 31,644 Mbit/sInformation bit rate 29,162 Mbit/sUSA ANSI/SCTE 07 2000Level 60 dB(µV) / 75 ΩFrequency 88 MHz to 860 MHzModulation 64 QAM or 256 QAMUseful bit rate 26,970 Mbit/s (64 QAM),38,810 Mbit/s (256 QAM)Return path 5 MHz to 40 MHz, QPSK
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Examples of global relevance in IEC standards

a) 60038 Nominal Voltages:  In this standard, Table III contains two series of voltages, within
the range of 1 kV to 35 kV, with the second series identified as “North American practice”.
It goes on to recommend that only one of the two series of nominal voltages be used
within any one country.  In tables IV and V, the standard goes on to recommend that a
particular country or geographical region adopt only one value from identified groupings of
voltages.

b) 60269-1 Fuses:  In this standard, five different sections are provided, each of which is
dedicated to a particular style of fuse.  There is no indication of any country or region
preference for one or more of the styles.

c) 60309 Pin and Sleeve Devices:  For these typically industrial type devices, the national
wiring rules dictate the markings which are to be used to indicate the particular circuit
conductor to which the device terminal should be connected.  Additional statements are
being added to indicate that there are differences in the specific marking depending on the
location of the installation for the device.

d) 60947-1 Low-voltage Switchgear and Controlgear:  In this general rules standard, which is
referenced by specific product standards within this product category, Tables 1, 5 and 9
have been written to include the two major wire sizing methods used in the different
regions of the world.
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6 Marking and other product information

Each circuit-breaker shall be marked in a durable manner with the following:
a) manufacturer's name or trade mark;
b) type designation, catalogue number or serial number;
c) rated voltage(s);
d) rated current without symbol "A", preceded by the symbol of instantaneous tripping (B, C

or D), for example B 16;
e) rated frequency if the circuit-breaker is designed only for one frequency (see 5.3.3);
f) rated short-circuit capacity, in amperes;
g) wiring diagram, unless the correct mode of connection is evident;
h) reference ambient air temperature, if different from 30 °C;
i) degree of protection (only if different from IP20);
j) for type D circuit-breakers: the maximum instantaneous tripping current, if higher than

20 In (see table 2);
k) rated impulse withstand voltage Uimp if it is 2,5 kV.

Marking d) shall be readily visible when the circuit-breaker is installed. If, for small devices,
the available space is insufficient, markings a), b), c), e), f), h), i) and j) may be put on the
side or on the back of the circuit-breaker. Marking g) may be on the inside of any cover which
has to be removed in order to connect the supply wires but shall not be on a label loosely
attached to the circuit-breaker. Any other information not marked shall be given in the
manufacturer's documentation.

The suitability for isolation, which is provided by all circuit-breakers of this standard, may be
indicated by the symbol  on the device. When affixed, this marking may be included
in a wiring diagram, where it may be combined with symbols of other functions, e.g. overload
protection, or other symbols of technical committee 3 of IEC 1. When the symbol is used on its
own (i.e. not in a wiring diagram), combination with symbols of other functions is not allowed.
NOTE 1  In the following countries: DK, FI, NO, SE and ZA the marking of the symbol on the circuit-breaker is
mandatory to indicate that the device provides isolation for the installation downstream. In these countries it is
required that the symbol be clearly and unmistakably visible when the circuit-breaker is installed as in service and
the actuator is accessible.

NOTE 2  In Australia this marking on the circuit-breaker is mandatory but is not required to be visible after
installation.

If a degree of protection higher than IP20 according to IEC 60529 is marked on the device, it
shall comply with it, whichever the method of installation. If the higher degree of protection is
obtained only by a specific method of installation and/or with the use of specific accessories
(e.g. terminal covers, enclosures, etc.), this shall be specified in the manufacturer's literature.

The manufacturer shall make available, on request, the I 2t characteristic (see 3.5.13).

The manufacturer may indicate the I 2t classification (see 4.6) and mark the circuit-breakers
accordingly.

For circuit-breakers other than those operated by means of push-buttons the open position
shall be indicated by the symbol O (a circle) and the closed position by the symbol I (a short
vertical straight line). Additional national symbols for this indication are allowed. Provisionally
the use of this national indication alone is allowed. These indications shall be readily visible
when the circuit-breaker is installed.

For circuit-breakers operated by means of two push-buttons, only the push-button designed
for the opening operation shall be red and/or be marked with the symbol O.

Red shall not be used for any other push-button of the circuit-breaker.

_________
1  IEC technical committee 3: Documentation and graphical symbols.
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– The free wire of a conductor connected to an earthing terminal shall not touch any live part.

– The free wire of a conductor connected to a live terminal shall not become accessible,
nor shall it short-circuit a declared action providing a full-disconnection or a micro-
disconnection.

10.1.13  Terminals shall be so designed that circuit continuity is not maintained by pressure
transmitted through insulating material other than ceramic, or other insulating material with
characteristics no less suitable, unless there is sufficient resilience in the appropriate metal
parts to compensate for any shrinkage or distortion.

Compliance is checked by initial inspection and by further examination of the terminals when
the samples have completed the test of clause 17.

The suitability of the material is considered in respect to the stability of the dimensions within the temperature
range applicable to the control.

10.1.14  Screws and threaded parts of terminals shall be of metal.

Compliance is checked by inspection.

In some countries, national standards require that when screws are used for conductors of 2,5 mm or smaller
diameter, the connection shall consist of clamps or binding screws with terminal plates having upturned lugs, or
equivalent, to hold the wires in position. Terminal plate thicknesses are 1,27 mm (0,050 in) for wire size of more
than 1,6 mm diameter (# 14 AWG); and 0,76 mm thickness minimum (0,030 in) for wire sizes of 1,6 mm or smaller
diameter. The terminal screws shall not be smaller than # 8 Unified, except that # 6 Unified screw may be used for
connection of a 1,29 mm (# 16) wire or a 1,02 mm (# 18) wire or a single 1,6 mm (# 14) wire.

10.1.15  Terminals of the pillar type and the mantle type shall be so designed as to allow an
adequate length of conductor to be introduced into, and pass beyond the edge of the screw, to
ensure that the conductor does not fall out.

Compliance is checked for pillar terminals by measurement of dimension "g" in figure 11 and
for mantle terminals by the minimum distance specified in figure 12.

In the U.S.A. and Canada, the following subclauses apply:

10.1.16  Flying leads (pig tails)

In Canada and the U.S.A., where flying leads (pig tails) may be used for wiring connections of independently
mounted controls, the lead wires shall not be smaller than 0,82 mm2. The insulation shall be at least 0,8 mm thick,
if thermoplastic, or at least 0,8 mm thick rubber, with a braid of 0,8 mm thick thermoplastic.

The leads shall have a minimum length of 150 mm and shall be arranged so that they are inaccessible when
installed in accordance with national wiring practices. Additionally, the control end connection of such a lead, if
located in the same wiring compartment, shall not be to a threaded terminal construction unless the means of
connection is rendered unusable for connection of an external conductor.

The threaded terminal construction need not be rendered unusable if the lead is insulated at the connection end,
and a marking on the device clearly indicates the intended use of the lead.

Compliance is checked by inspection.

10.1.16.1

In Canada and the U.S.A., flying leads shall be provided with strain relief to prevent mechanical stress from being
transmitted to terminal, splices (e.g., twist-on connections) or internal wiring.
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10.1.16 Flying leads (pig tails)In Canada and the U.S.A., where flying leads (pig tails) may be used for wiring connections of independentlymounted controls, the lead wires shall not be smaller than 0,82 mm2. The insulation shall be at least 0,8 mm thick,if thermoplastic, or at least 0,8 mm thick rubber, with a braid of 0,8 mm thick thermoplastic.The leads shall have a minimum length of 150 mm and shall be arranged so that they are inaccessible wheninstalled in accordance with national wiring practices. Additionally, the control end connection of such a lead, iflocated in the same wiring compartment, shall not be to a threaded terminal construction unless the means ofconnection is rendered unusable for connection of an external conductor.The threaded terminal construction need not be rendered unusable if the lead is insulated at the connection end,and a marking on the device clearly indicates the intended use of the lead.Compliance is checked by inspection.
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Compliance is checked on unused lamps as follows:

– presence and legibility by visual inspection;
– durability by applying the following test.

The area of the marking on the lamp shall be rubbed by hand with a smooth cloth, moistened
with water, for a period of 15 s.

After this test, the marking shall still be legible.

2.2.2 Additional information and marking

If applicable, the following information shall be given.

a) Lamps shall be supplied with an appropriate cautionary notice indicating the need of a
protective shield to be fitted to the luminaire. Alternatively the immediate lamp wrapping or
container may be marked with the corresponding symbol as shown in A.1.
NOTE In North America a suitable cautionary notice is required. Use of the symbol is optional.

b) For self-shielded lamps, (not needing luminaire shielding), the immediate lamp wrapping or
container shall be marked with the symbol as shown in A.2.
NOTE 1  This does not apply to lamps covered by IEC 60432-2.

NOTE 2  This symbol is not required in North America.

c) For dichroic-coated reflector lamps the immediate lamp wrapping or container shall be
marked with the symbol as shown in A.3.
NOTE  This symbol is not required in North America.

d) Double-capped lamps, with rated voltages 50 V – 250 V, shall be supplied with a cautionary
notice or symbol indicating that the luminaire shall be disconnected from the power supply
before insertion or withdrawal of the lamp.
NOTE  In the USA special package marking is required regarding the use of 500 W double-capped halogen
lamps in residential indoor luminaires.

Compliance is checked by visual inspection.

2.3 Caps or bases

2.3.1 General

Caps or bases originally developed for single-capped ELV lamps shall not be used for general
purpose tungsten halogen lamps with rated voltages higher than 50 V.

NOTE  Examples of such ELV fits are: G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, GU7 and G53.

The GU10 base shall be used for aluminised reflector lamps only.

Compliance is checked by inspection.

2.3.2 Creepage distances

The minimum creepage distance between contacts or between contacts and the metal shell of
the cap, if any, shall be in accordance with the recommendations in IEC 60061-4.

Compliance is checked by measurement.
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NOTE In the USA special package marking is required regarding the use of 500 W double-capped halogenlamps in residential indoor luminaires.
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4 General

Connecting devices shall be so designed and constructed that in normal use their performance
is reliable and without danger to the user or surroundings.

Compliance is checked by carrying out all tests specified.

5 General notes on tests

5.1  Tests according to this standard are type tests.

5.2  Unless otherwise specified, the samples are tested as delivered and installed as in normal
use, at an ambient temperature of 20 °C ± 5 °C.

5.3  The tests are carried out in the order of the clauses.

5.4  Unless otherwise stated, three samples are submitted to all the tests and the
requirements are satisfied if all the tests are met. If only one of the samples does not satisfy
a test due to an assembly or manufacturing fault, that test and any preceding ones which may
have influenced the results of the test shall be repeated and also the tests which follow shall be
made in the required sequence on another full set of samples, all of which shall comply with
the requirements.

NOTE  The applicant may submit, together with the number of samples specified in 5.4, the additional set of
samples which may be wanted, should one sample fail. The testing station will then, without further request, test
additional samples and will reject only if a further failure occurs. If the additional set of samples is not submitted at
the same time, the failure of one sample will entail rejection.

6 Main characteristics

6.1  The preferred values of the rated insulation voltage of the connecting device are 125 V,
250 V, 300 V, 400 V, 500 V, 600 V, 690 V, 800 V, 1 000 V a.c. and d.c., and 1 500 V d.c

6.2  The standard rated connecting capacities are 0,2 mm2, 0,34 mm2, 0,5 mm2, 0,75 mm2,
1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2 and 35 mm2.

NOTE 1  For the time being, designation by wire gauges may be used in some countries (for example AWG in the
United States and Canada), instead of the cross-sectional areas expressed in mm² (see Annex B).

NOTE 2  In the United Kingdom, 1,25 mm² is a standard rated connecting capacity.

6.3  Ambient temperatures above 40 °C require T marking.

The preferred values are 55 °C, 85 °C, 110 °C, 140 °C and 200 °C. If other values are used,
they shall be multiples of 5 °C.
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Where this part 2-8 states "addition", "modification", or "replacement", the relevant require-
ment, test specification or explanatory matter in part 1 should be adapted accordingly.

Where no change is necessary, part 2-8 indicates that the relevant clause or subclause
applies.

In the development of a fully international standard, it has been necessary to take into
consideration the differing requirements resulting from practical experience in various parts of
the world and to recognize the variation in national electrical systems and wiring rules.

The “in some countries” notes regarding differing national practices are contained in the following elements:

− table 7.2, items 113 and 114

− 14.7.4, note 101

− 16.2.1

− 27.2.101.1

− 27.101

− H.26.2.1

− annex CC

− table DD.1.2.1, note 1

− table DD.6, note 1

In this publication:

1) The following print types are used:
– Requirements proper: in roman type.
– Test specifications: in italic type.
– Notes: in smaller roman type.

2) Subclauses, notes, tables or figures which are additional to those in part 1 are numbered
starting from 101, additional annexes are lettered AA, BB, etc.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
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4.9.2 Representation of rated TRV

The following parameters are used for the representation of the rated TRV (see figure 8):

� uc: TRV peak voltage in kilovolts;
� t3: time in microseconds to voltage uc.

A delay line starting on the time axis at the rated time delay td running parallel to the first
section of the reference line and terminating at a specified voltage u′  (time coordinate t′ ).

4.10 Maximum application temperature of full-range fuses

For full-range fuses intended for use in ambient temperature above 40 °C, the manufacturer
shall provide data in respect of the maximum temperature for which the fuse is designed. This
is the maximum temperature of the surrounding medium in contact with the fuse-link at which
the fuse is suitable for use.

4.11 Time-current characteristics

The time-current characteristics of fuse-links are based on applying current to a new and
unloaded fuse-link in a fuse-base specified by the manufacturer and connected to the test
circuit with conductor sizes and lengths as specified in 6.5.1.2.

Unless otherwise specified, the time-current characteristics shall be deemed to apply at an
ambient air temperature of 20 °C.

The manufacturer shall make available curves from the data determined by the time-current
characteristics type tests specified in 6.7.2.

The time-current characteristics shall be presented with current as abscissa and time as
ordinate.

Logarithmic scales shall be used on both coordinate axes. The basis of the logarithmic scales
(the dimensions of one decade) shall be in the ratio 2:1 with the longer dimension on the
abscissa. However, because of long-established practice in the USA, a ratio of 1:1 (5,6 cm) is
recognized as an alternative standard.

The representation shall be made on standardized paper A3 or A4, or according to the USA
standard.

The dimensions of the decades shall be selected from the following series:

2 cm; 4 cm; 8 cm; 16 cm and 2,8 cm; 5,6 cm; 11,2 cm.

NOTE  It is recommended that the values 2,8 and 5,6 be used wherever possible.

The curves shall show

� the relation between the virtual pre-arcing time and the prospective current;
� the basis of current, whether mean or minimum. If mean current values are used, the

tolerance shall not exceed ±20 %. If minimum values are used, the tolerance shall not
exceed +50 %;

� the type and rating of the fuse-link to which the curve data apply;
� the time range as specified in 6.7.2.2. For back-up fuses, a dotted line shall be plotted from

minimum breaking current to 600 s if the minimum breaking current corresponds to a time
less than 600 s.
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K.8.2.2  The nominal width of the male tab is 6,3 mm and the thickness 0,8 mm, applicable to
rated currents up to and including 16 A.

NOTE 1  The use for rated currents up to and including 20 A is accepted in BE, FR, IT, PT, ES and US.

The dimensions of the male tab shall comply with those specified in table K.3 and in figures
K.2, K.3, K.4 and K.5, where the dimensions A, B, C, D, E, F, J, M, N and Q are mandatory.

The dimensions of the female connector which may be fitted-on are given in figure K.6 and in
table K.4.

NOTE 2  The shapes of the various parts may deviate from those given in the figures, provided that the specified
dimensions are not influenced and the test requirements are complied with, for example: corrugated tabs, folded
tabs, etc.

Compliance is checked by inspection and by measurement.

K.8.2.3  Male tabs shall be securely retained.

Compliance is checked by the mechanical overload test of K.9.1.

K 9  Tests

Clause 9 applies, with the following modifications :

Replacement of 9.5 by:

K.9.1  Mechanical overload-force

This test is done on 10 terminals of circuit-breakers, mounted as in normal use when wiring
takes place.

The axial push force, and successively the axial pull force specified in the following table K.2,
are gradually applied to the male tab integrated in the circuit-breaker, once only with a
suitable test apparatus.

Table K. 2 � Overload test forces

Push
N

Pull
N

96 88

No damage which could impair further use shall occur to the tab or to the circuit-breaker in
which the tab is integrated.

Addition to 9.8.3:

Fine-wire thermocouples shall be placed in such a way as not to influence the contact or the
connection area. An example of placement is shown in figure K.1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

THERMAL-LINKS –
REQUIREMENTS AND APPLICATION GUIDE

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60691 has been prepared by subcommittee 32C: Miniature fuses,
of IEC technical committee 32: Fuses.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1993, its amendment 1
(1995) and its amendment 2 (2000). This third edition constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

32C/321/FDIS 32C/329/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The US national standard UL 1020 (fifth edition) which deals with thermal cutoffs/thermal-
links, has served as a basis for the elaboration of this new edition.
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Administrative Circular AC/135/2002

2002-12-13

TO THE CHAIRMEN AND SECRETARIES OF ALL TECHNICAL COMMITTEES AND
SUBCOMMITTEES
TO ALL NATIONAL COMMITTEES

Dear Sir/Madam,

Essential differences in requirements in standards (Global Relevance)

The Council Board has recently approved a document dealing with the implementation – in well
specified cases – of essential differences in requirements in IEC standards, to allow products
complying with these standards to meet the different needs of major segments of the global
market.

A training and information programme will be circulated at the beginning of next year.

“CB Decision 2002/016:
The CB approved the revised implementation procedure, as given in annex*, which respects the
spirit of the original approved CB/Global Relevance Task Force’s recommendation, for immediate
implementation, noting that the procedure will be reviewed in two years’ time.

The CB therefore tasks the Central Office to develop a training and information programme to help
the IEC TC/SC officers to implement this new procedure.

It further tasks the Standardization Management Board (SMB) to set up a system to monitor the
inclusion of essential differences in requirements and legal provisions in IEC standards.”

Yours faithfully,

* This document is given in annex.

A. AMIT
General Secretary

GP
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ANNEX

IMPLEMENTATION OF ESSENTIAL DIFFERENCES IN REQUIREMENTS IN IEC STANDARDS

1. ESSENTIAL DIFFERENCES IN REQUIREMENTS

To allow products complying with IEC standards to meet the different needs of major segments of
the global market, essential differences in requirements may – in well-specified cases - be
included, on an equivalent basis, as normative requirements, either in the main body or in a
normative annex, in the relevant IEC standard.

In other cases, i.e. not major segments of the global market, where it is felt this will significantly
assist users of the standard, such essential differences in requirement should be included in an
informative annex.

Essential differences in requirements to be included in the normative part of the relevant IEC
standard shall be based on one of the following:

a) Differences in technical infrastructures,

The essential differences which characterize the electrical systems are:

- frequencies
- voltages
- currents
- earthing systems

Frequencies are quoted in IEC 60196, voltages are quoted in IEC 60038, currents are quoted in
IEC 60059 and earthing systems are quoted in IEC 60364.

Essential differences based on alternative sizing can also be included in a standard according to
annex E of the Directives, part 2.

b) Differences in climatic conditions.

They are quoted in the IEC 60721 and based on a classification system.

Essential differences in requirements based on other characteristics which may be included in the
normative part of the standards must be submitted to the relevant technical committee /sub-
committee (TC/SC) by National Committees (NCs) for consideration. In case of lack of consensus,
the established SMB appeal procedure applies (Directives, part 1, clause 5).

The decision to include or not include an essential difference in requirement shall be based on
specified rules.

The meaning of essential differences in requirements does not imply different side-by-side
standards and the procedure is to be applied only in those cases where the TC/SC agrees on the
achievement of a substantial degree of harmonization with most of the other requirements in the
IEC existing and under development standards.

Each proposal for essential differences in requirements, including its justification, shall be
endorsed by the relevant IEC National Committees.

The proposal shall include technical and market relevance justifications and indicate how any
resulting IEC standard will be treated nationally.



3 / 3 AC/135/2002

Such essential differences in requirements shall be submitted at the earliest possible stage (NWIP)
and at the latest at the CD stage, for inclusion in the CDV. In any case the IPR provisions
applicable to NWIPs have to be applied.

When voting on a CDV or FDIS containing essential differences in requirements in the normative
part of the standard, NCs shall not take the inclusion itself of such differences as the reason for a
negative vote.
All negative votes related to essential differences in requirements, at any stages (NWIP, CDV,
FDIS), must be accompanied by a technical /market justification.

2. LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

Different requirements due to legal and regulatory provisions shall be included in an informative
annex of the relevant IEC standard. This Annex should indicate the law/regulation reference as
well as the technical rationale for a requirement and the national ministry/department/agency
responsible for the requirement.

The annex shall be referenced in the main body of the standard at the relevant clause.

3. “IN SOME COUNTRIES” CLAUSE

The “in some countries” clause may still be applied according to the IEC Supplement to the Directives.
However in order to avoid duplication, the relevance of this clause shall be reassessed after two years of
implementation of the above-mentioned procedures.

4. REVISION OF EXISTING STANDARDS

For a revision of an existing standard a proposal for one of the above-mentioned procedures shall
be sent to the relevant TC/SC Secretary.

If essential differences in requirements are requested by a NC on a revision of an existing standard, a
proposal including justification shall be sent to the relevant TC/SC Secretary. The relevant TC/SC Secretary
may then send a request for derogation concerning the maintenance cycle of this standard to the
Standardization Management Board (SMB).

When a NC sends its request for derogation to the TC/SC Secretary a copy shall be sent, at the same time,
to the Secretary of the SMB.

5. IMPLEMENTATION ISSUES

The IEC/SMB shall install a system for monitoring the inclusion of essential differences in
requirements and legal provisions in IEC standards.

The SMB/DMT shall review the existing procedures in order to accommodate the above mentioned
procedures.

An extensive training and information programme should be implemented for the TC/SC Officers
and NC Secretaries.

A periodic report should be the basis for a review of the procedure after two years.

*****

Geneva, 2002-10-01 RD/RC
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Annex E 
(normative)

Accommodation of more than one existing product size

If standardization on a single size is an ultimate goal for a given product, but there is more
than one widely accepted size in worldwide use, a committee may, if substantial support has
been obtained within the committee, decide to include alternative product sizes in a
document. However, in such cases, every effort shall be made to reduce the number of
alternatives to a minimum, taking the following points into account:

a) the volume of international trade in the sort of product involved shall serve as a criterion
for “worldwide use”, rather than the number of countries concerned or the volume of
production in those countries;

b) only such practices shall be taken into consideration as are likely to be in worldwide use
in the reasonably foreseeable future (for example, five years or more);

c) practices based on scientific, technological or economic principles, such as economy of
materials and conservation of energy, shall be given preference;

d) whenever alternative solutions are to be adopted internationally, they shall all be included
in the same document and preferences for the different alternatives shall be provided; the
reasons for the preferences shall be explained in the introduction to the document;

e) when agreed by the committee, a transitional period may be indicated during which the
use of non-preferred values is permitted.
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The date for submitting proposed changes for forthcoming review shall be communicated to
the P-members of the committee.

The steps for revision or amendment of a publication are the same as those for preparation of
a new publication or part (CD, CDV, FDIS, as appropriate) and shall include the establishment
of target dates for the completion of the relevant stages.

The maintenance result date shall be included in the Foreword of the publication.

If at the time of scheduled review, it is determined that insufficient resources are available, or
that there is no need for revision or amendment, the committee shall take the decision to
confirm the publication for a further period or withdraw it.

6 Inclusion of text concerning particular conditions existing in certain
countries (exceptions)

An IEC National Committee may provide a statement to be included in an International
Standard, informing the user of the standard of particular conditions existing in its country.

NOTE 1     It is important to note that this statement is purely informative. Any statement of compliance with the
standard requires compliance with the normative elements of the standard. The contents of an "in some countries"
clause may become normative requirements in a regional/national adoption of the standard in the region/country
concerned.   Such an adoption is a modified (MOD) version of the IEC standard.

The inclusion of the statement does not need the approval of the relevant technical committee
or subcommittee, or of its chairman or secretary. However, every effort shall be made to find
solutions that would make statements regarding particular conditions unnecessary.

NOTE 2     It is preferable that the officers and other members agree to the statement provided by a National
Committee. However, in the end it is the National Committee concerned that decides on the statement. If the
officers or other members disagree with the statement proposed, there is room for discussions to determine clearly
what it is that gives rise to an “in some countries” clause, and possibly make accommodation on both sides, to
result in either elimination of the need for the statement, or a document with an acceptable statement. The onus is
on the TC/SC officers to identify a situation and make best efforts to resolve it.

Any possible misuse of the clause, that cannot be resolved by the chairmen and secretaries of
TC/SCs, should be brought to the attention of the Committee of Action for decision.

NOTE 3     If, after serious discussions with the National Committee concerned, the TC/SC officers feel that there
is misuse of the clause, they should refer the matter to the Committee of Action.

A statement by a National Committee shall be given prior to the circulation of a final Draft
International Standard (FDIS) for voting, preferably at a meeting of the relevant technical
committee or subcommittee, or, at least, after consultation with its chairman and secretary.

NOTE 4     The final point at which a National Committee can request the inclusion of an “in some countries” clause
is on receipt of the voting report of the CDV. Before the FDIS text is sent to Central Office, the officers will need to
address the statement and, either concur with it, or enter into discussions with the National Committee submitting
the statement, referring the matter, if necessary, to the Committee of Action.

Two cases of particular conditions are distinguished:

a) conditions of a permanent nature, such as mains voltages, mains frequencies or climate: a
statement regarding such a situation shall be included in the body of the draft
International Standard with reference to the country or group of countries concerned;

b) differing practices of a less permanent nature: a statement regarding such a situation shall
be included in the foreword of the draft International Standard with reference to the
country or group of countries concerned.

It is the prerogative of a National Committee to declare whether a given national situation is
case a) or case b).

NOTE 5     It is the submitting National Committee that has final say as to where to place the “in some countries”
clause.
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When voting on a draft International Standard containing one or more statements regarding
particular conditions existing in certain countries, National Committees that are not concerned
shall not take the existence of such statements as a reason for a negative vote.

NOTE 6     This is a reminder that National Committees cannot vote on a statement provided by another National
Committee. This reinforces the concept of each National Committee having full authority over statements
concerning conditions in its country.

7 Interpretation sheets

7.1 Introduction

An interpretation sheet provides a quick formal explanation to an urgent request by a user of
a standard (testing laboratory, manufacturer, etc.).

Changes of requirements or test procedures in a standard by means of an interpretation sheet
shall be avoided.

It is recognized that it is sometimes difficult to define what is a “matter of interpretation” for a
given standard.

7.2 Proposal stage

A proposal for an interpretation sheet, including the draft text, may be submitted by:

•  the Secretariat of the technical committee or subcommittee which is responsible for the
relevant standard;

•  a National Committee;

•  an IEC Committee of Testing Laboratories (e.g. IECEE-CTL);

•  any other body of the IEC.

Proposals emanating from the IECEE-CMC or IECEE-CTL or from “any other body of the IEC”
shall be sent to the secretary of the technical committee or subcommittee which is responsible
for the relevant standard.

The chairman and secretary of the technical committee or subcommittee shall consider
whether the subject is really a matter of interpretation within the sense of 7.1. If this is
considered not to be the case, the subject shall, if deemed necessary, be dealt with as a
proposal for an amendment of the standard.

7.3 Preparatory stage

The secretary of the technical committee or subcommittee that is responsible for the relevant
standard shall circulate the draft for the interpretation sheet to all National Committees, with a
request for comments on the draft within a period of two months.

The proposal and the comments received shall be assessed by the chairman and secretary of
the technical committee or subcommittee or be discussed at the next meeting of the technical
committee or subcommittee, whichever is the most appropriate.

The final wording of the interpretation sheet shall then be agreed upon.

7.4 Approval stage

The draft shall be distributed in bilingual version to the National Committees for approval
within three months. It shall be referenced as a final draft International Standard, the title
being "Interpretation of Clause x, y, z of IEC: …”
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