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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報告書 要約 

 

第Ⅰ部 国際レベルにおける標準化の動向 

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 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。 

議論となった主な問題点は以下の通り。 

○ デジタル連帯基金(Digital Solidarity Fund) 

○ 表現の自由 

○ インターネット管理問題 

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、IEC、ITU-T の共通関心事項を話し合う WSC(World Standards Cooperation：

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。 

・ 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

demand-driven な規格の開発と使用は、ICT 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.」) 

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。 

 

２．電子配布される規格の著作権保護に関する ISO の動き 

ISO における規格開発を巡る環境は、IT の導入により革命的な変化の様相を見せている

ものの、同時に新たな脅威をもたらしている。  

ISO の規格開発プロセスにおいては、TC サーバ、Global Directory(TC サーバと密接に関

係する高性能のデータベース)の導入など、IT ツールの積極的な導入などが図られている。 

文書は、紙ベースのものからより使いやすい電子的なフォームへと様変わりしており、さ

らに、そうした電子文書は、Web を利用した配布がなされるようになった。そうした中、電

子化された規格文書の著作権保護を、どのように図るべきかとの難題が持ち上がってきて

いる。 

こうした認識から ISO は、IT 時代における著作権保護について取り組む各界（国際機関、

出版業界、音楽業界、標準化団体等）の方々（約 60 名程度）を集めて、「電子配布される

規格の著作権保護」をテーマとし、意見交換、可能な解決方法、具体的なアクションの方

向性を探るべく、ISO 主催のワークショップが、ジュネーブにて、2003 年 10 月に 2日間に

渡り開催された。 

 本レポートでは、電子配布される規格の著作権保護に関する ISO の動きについて、本セ

ミナーを通じて理解した内容を示す。 

 

 

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 

前回の本ガイド改正に関する会合（2002 年 12 月）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、また（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、本当に必要最小限にとど

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、（国際規格への地域、国家規格への採用と）基本的な考え方は同じであるガ

イド 21 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旧ガイド 21 を、ガイド 1-1（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、ようやく、第 1回目の会議参加者間で共有された

基本認識を、うまく具現化することが可能となった。 

 2003 年 9 月、スイス（ジュネーブ）にて第２回目の会合が参加された。その会合は、以

下の点について基本的な考え方を改めて確認した上で、そうした考えを、旧ガイド 21 の新

しい形態となるガイド 21-1（Part 1）、Adoption of International Standards as regional 

or national standards 及び、ガイド 21-2（Part 2）Adoption of International Deliverables 

other than International Standards as regional or national deliverables に適切に反

映させるための会合であったと言える。 

・ ガイド 21-1、ガイド 21-2 の位置付け 

・ 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 

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

 この第 2 回目の会合結果に基づいた修正が行われた後、ISO では現在、5 月 17 日を期限

として、ISO メンバー間による投票（ISO のガイドとして、本ガイド修正案内容でよろしい

かどうかを、ISO メンバーに問う投票）が行われている。（IEC でも同じ投票が、同様な   

時期に行われている。） 

 本報告書においては、この第 2回目の会合の結果について紹介する。 

 

４．ISO 電子化推進の動き 

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

情報技術戦略実施グループ) 

ISO の規格開発に対する基本ポリシーは、「市場ニーズに合った規格を、タイムリーに  

開発し市場に提供する」というものである。こうしたコンセプトをサポートするものの一

つとして期待されているのが、ISO 規格開発活動の電子化である。その電子化推進の役割を

担う専門委員会が、1996 年に ISO 理事会の承認に基づいて発足した ITSIG(ISO/IEC/ITU 

Information Technology Strategic Implementation Group：情報技術戦略実施グループ)

である。 

ITSIG の目標は、IT Solution を活用し、また、共通のインターフェイスを通して、ISO

システムにおける ISO メンバーと技術委員会で使用されるシステムの相互運用性を確保 

することにより、規格開発及び規格配布において自動化のレベルを実質的に向上させる 

ことを目標としている。 

なお、ITSIG の具体的な活動は、テーマ毎に設置された ITSIG プロジェクト毎に進められ

ており、このメンバーは、そうしたプロジェクトの元締めとなる、いわゆる親委員会 ITSIG

メンバーと言えるもので、各プロジェクトの活動に基づいて、ITSIG として全体の活動内容

の見直し、新たな方向性の策定をしている。毎年 1回の総会が開催される。 

現在、その親委員会にあたる ITSIG のグループの議長国は、自他共に認める IT 先進国で

あるアメリカが務めている。日本も本グループの発足当時から、メンバーとして参加して

いる。  

 本レポートにおいては、2003 年 11 月にアメリカ（ニューヨーク）で開催された、第 12

回総会について紹介する。 

 今回の総会から新しく議長に就任した Mr. Bob Feghali（ANSI/アメリカ）は、今回の総

会を通じて、ITSIG メンバーに対し、今後の ITSIG 活動についての明確なビジョンを示した。 



それは、ITSIG では今後、なるべく新しい IT ツールの開発は行わず、本当に必要と考える

IT ツールの開発のみを行こととし、今後の ITSIG の活動は、IT ツールの開発よりも、むし

ろ ITSIG によって開発された IT ツールを、出来るだけ幅広く早く ISO メンバーに展開する

こと、活用してもらうことにあるというものであった。  

 これは、ISO の電子化が、必要な IT の開発、活用に関する基本的なビジネスモデルの検

討、構築という段階から、ISO メンバー間において、実際に活用、展開されていく段階に来

ていることを示しており、いよいよ、ISO における電子化が、本格的に動き出す様相を見せ

はじめていることを意味している。 

 

（１）SDT（Standard Development Toolbox） プロジェクト 

2003 年のＩＴＳＩＧビジネスプランに記載されている、本プロジェクトが取り組む 2 つ

の取り組む課題とは、具体的には以下のことを指している。 

・ 電子的な環境における ISO 規格開発をさらに促進させるため、改善すべき点を改善 

して、より高度な（使いやすい、効率的な）電子的な規格開発環境を構築すること。 

・ 各 TC／SC が、自分たちの規格開発活動を適切にマネージメントしていくための方法

を、TC サーバ上に構築すること。 

 

【電子的な環境におけるISO規格開発をさらに促進させるため、改善すべき点を改善して、

より高度な（使いやすい、効率的な）電子的な規格開発環境を構築することについて】 

 

第 11 回 ITSIG 総会において、Mr. Ziethein（TC2000 プロジェクトマネージャ／DIN 代表

TMB メンバー）は、TC サーバの構築は 90％終了しており、今後は実践段階に入ると述べて

いる。（第 11 回 ITSIG 総会報告書参照）これは、TC サーバの基本機能の構築はほぼ終了し

ており、実際の本格実践段階において、より使いやすいように TC サーバをチューニング及

び、必要な追加機能を追加することで、実践的な意味で、TC サーバをより使いやすくする

段階に入ることを示唆している。 

  ANSI はこれまで、TC サーバよりもむしろ、使いやすい ANSI のサーバを使っていたとい

う話しも聞く。第 11 回 ITSIG 総会において、Mr. Ziethein は、今後 2 年以内に全ての TC

／SC が TC サーバーを使うようになることが望ましいとも述べている。TMB メンバーの IT

担当者が述べる言葉は、単なる ITSIG の一員の考えにとどまらず、TMB の決定（ISO 全体と

しての方向性）に今後大きく影響することは容易に推測できる。 

本プロジェクトは、ANSI がプロジェクトマネージャを務める。その背景には、ISO 全体

としての方向性として、「全ての TC／SC による TC サーバの活用」という流れが加速、   

本格化する中で、（いずれは使わなければならないなら）「使いにくい」という TC サーバ

を自分たちが中心となって、チューニングし、追加機能を付けることで、自分たちにも使

いやすいものにしようとする意図があるものと思われる。 

具体的な構築内容として、同じく先の ITSIG 総会において Mr. Ziethein は、アーカイブ  

（電子的な長期保存の方法（媒体））の構築を上げている。 

【各 TC／SC が、自分たちの規格開発活動を適切にマネージメントしていくための方法を、

TC サーバー上に構築することについて】 

同じく先の ITSIG 総会で Mr. Ziethein は、今後の TC サーバが取り組むべき課題として、



プロジェクトマネージメントについて言及している。この背景は、彼が TMB レベルで提案

している TMB ＷＤ（TMB 8/2003(Rev.1)February 2003）に記載されている、「規格開発プ

ロセスの効率化」を読めば分かる。 その中で、規格開発期間の短縮化を提唱するととも

に、そうした短縮化において、各 TC／SC のプロジェクトマネージメント意識、責任のさら

なる強化が求められる事が述べられている。 現在この提案は先の TMB で承認（TMB3/2003）

され、2003 年９月１日からの実施を目指して活動を開始している。  

一方、ANSI／TMB メンバーからも、TC／SC 活動、国際幹事等のパフォーマンス評価制度

を導入するとする提案も出されており、ANSI も同じ様な共通した認識に立って、この   

プロジェクトマネージャを引き受けたものと推測される。 

 2003 年 3 月、第 1 回目の会合が、スイス（ジュネーブ）にて開催された。本報告書にお

いては、その会合結果について紹介する。 

 

（２）ISOurce（ISO Open Source Software development framework）プロジェクト 

ISO、IEC、CEN、その他のメンバーボディー（DIN、AFNOR 等）は、ライブリンク社の協力

に基づいて、おのおのの IT ソリューション（ストラクチャー）を構築している。しかしな

がら、同じ標準化推進ファミリーでありながら、ISO がライブリンク社と協力して構築した

IT ソリューションは、他のファミリーにおける IT ソリューションスとして利用していいも

のとして提供（再利用、共有）されているにもかかわらず、再利用、共有は全くと言って

いいほど図られていないのが現状である。 

再利用、共有できる基本的な IT ソリューションの開発は、それぞれの開発における重複

を解消し、効率化を生む。それは、リソースの効率的な活用（リソースの無駄遣いを解消）

につながるものだ。さらには、一貫性（相互の互換性）が促進されることで、より質の高

い、生産性の高い IT ソリューションの提供が可能となる。 

こうした目的を実現させるために、ITSIG では、ISOurce（ISO Open Source Software 

development framework）というプロジェクトグループを発足させた。（なお、こうした目

的について、先の ITSIG 総会においては、これはあくまで、厳格な意味での協調を意味す

るものではないことが確認されている。） 

2003 年 9 月に、スイス（ジュネーブ）にて本会合が開催された。本報告書では、その結

果について紹介する。  

 

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、規

制の状況等を反映させ、各国で受入が容易な規格を作成していくかについて、検討が行わ

れた。 

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、今後の摘要方法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。 

本報告書では、セミナーでの質疑応答等について報告する。 



 

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 

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 

私たちの経済社会は今後ますます、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄という「資

源浪費的な経済社会」から、「環境へ配慮した経済社会」への転換が強く求められている。 

環境問題への取り組みについて先駆的存在である EU においては、こうした課題への取り

組みを急速に進めている。  

EU では、こうした取り組みの一環として、製品、プロセスあるいはサービスにおける取

引面、品質面、衛生面及び、安全面を規定する欧州の任意規格を使って、環境に配慮した

製品、サービス及びそれら関連するプロセスを、幅広く普及させるための取り組みを進め

ようとしている。EU 委員会では、環境（保全）を念頭においた規格の策定が進められるこ

とにより、環境保全への貢献が出来るとの強い確信を持っている。 

 こうした EU 委員会の確信の根拠を理解するためには、ニューアプローチ指令というもの

における欧州規格の位置付け、役割を理解する必要がある。 

 本報告書においては、そうした EU の動きについて紹介する。 

 

２．高齢者・障害者に配慮した欧州規格開発を進める動き 

2003 年 3 月に、「Accessibility for All」をテーマとした Conference が、フランスの

ニースで開催された。主催者は、欧州委員会、欧州地域標準化機関である。 

この Conference のテーマ、目的（及び EU 委員会の視点）について、EU 委員会 Mr. Erkki 

Liikanen(Responsible for Enterprise and the Information Society)は、以下のように

述べた。「標準化は欧州社会、経済をより包括的なものとする重要な手段と認識している。

今回は、標準化という観点から、Accessibility for All というコンセプトの実現、促進に

おいて、標準化がどのように貢献できるかということをテーマとしている。この Conference

を通じて、この標準化コミュニティーによる、このコンセプトの促進に向けた挑戦が期待

される。また、そうした挑戦において、標準化コミュニティーが EU 委員会に対して期待す

るものは何なのかにも興味がある。」 

また同氏はスピーチの中で、「新しいより良い規格を作っていくことだけが重要なので

はなく、もっと重要なことは、現実にその規格が使われるということである。我々は、多

くの Accessibility for All の要求事項を知っている。それが実際に使われるようになる

ためには、という点に注目すべきだ」と述べており、この発言から、現在 EU 委員会として

は、こうしたコンセプトに基づく規格開発よりもむしろ、規格が実際に使われ効果を出す

ようにするには、どうしたらいいのかという点について、大いに着目していることが伺わ

れた。 さらに具体的な提案として同氏は、欧州標準化団体に対して、今後 2 年間に、

Accessibility を考慮した標準化の実施状況を評価してはどうかと述べた。 

 今回は、この Conference の結果について報告する。 

 

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。 

２．4つのエコラベルスキームと EMAS 

（１） E U のエコラベル 

 

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。22 分野が

対象となっており、今後増加する予定。 

最近の記録では、登録数は約 350 と低いまま。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。 

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%。 

（２） ブルーエンジェル 

 

ブルーエンジェルはドイツを代表するエコラベル。 

ブルーエンジェルは、現在 10 の分野を対象。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。 

 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。 

（３） ノルディック・スワン 

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。 

対象分野数は 36～60 分野と推定。現在 3,000～10,000 点の製品で使

用されていると推定。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。 

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%。 

（４） TCO スキーム 

 

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。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。対象製品の大多数はコン

ピュータ・モニタ。 

 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。 

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。設定料は8,000ユーロ。

年間ライセンス料は Skr5,000（約 500 ユーロ） 

（５）EMAS(Environmental Management and Audit System) 

 

設立は 1993 年。認証取得数が 3,750 と急速に普及。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。 

最近、EU 各国の規制当局が、EMAS を法規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。 

 

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。 
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