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序 

 

 我が国では、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。経済の国際化に伴

い、世界的規模で規格の国際共通化が進められております。  

しかし、我が国規格の中には、我が国独自で制定した規格もあり、国際化の

視点での見直しを行う必要が高まっています。このため、弊会では通商産業省

（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。弊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１７年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

                      会 長  金 井  務 

 



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規模で進展、増大しています。

また、１９９５年発効のＷＴＯ／ＴＢＴ（貿易の技術的障壁に関する）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、我が国にとっての欧州市場の重要性、及び欧州規格・制度が世界に与える影響

力から、欧州における標準化動向を正確に把握することは、わが国機械産業の振興にお

いて必要不可欠です。 

平成１６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、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。 

調査の実施については、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

がとりまとめを行いました。 

本報告書が関係各位のご参考となれば幸いです。 
 

 

平成１７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 

 

世界経済のグローバル化、市場が進展した結果、①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、②各国における市場経済化・規制改革の動きを背景とした、任意規格を利

用した柔軟なルール構築、③産業競争力強化に向けた国際標準の戦略的活用、④市民社会の進展・消

費者の価値観の多様化に伴う製品情報提供ツールの必要性が世界大で進展・増大している。このため、

世界市場を相手とする我が国機械産業にとって、国際標準化・認証活動へ参加・関与していくことの

重要性が著しく増大してきている。WTO/TBT 協定（貿易の技術的障害に関する協定）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、上記のような流れを加速するものである。 

 

特に欧州各国では、欧州市場統合を推進していく過程で、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る。このような欧州各産業分野における基準認証

制度の動向は、我が国にとっての欧州市場の重要性及び欧州規格・制度が世界に与える影響力から、

我が国機械産業界にとっても技術開発、製品開発、販売等様々な段階において大きな影響を与えるも

のとなってきている。しかしながら、この重要性に見合うような形では、我が国産業界では欧州の標

準化動向を正確に把握しきれていないのが実情である。したがって、欧州を中心とした国際動向を的

確に把握することは、海外市場・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として、本報告書をまとめた。 

具体的には、本報告書は、以下の４部から構成されている。 

第1部 国際レベルにおける標準化の動向 

第２部 環境分野における標準化の動向 

第３部 国際レベルと地域レベルの認証システムの動向 

第４部 欧州におけるラベリング・マーク制度に関する議論の動向 

 

第１部では ISO(国際標準化機構)における国際規格の国際市場性（Global Relevance）に関する議

論の動向及び社会的責任（SR）の国際標準化への取組みを、また第２部ではエネルギー使用製品のエ

コデザインに関する枠組み指令（EuP指令）に関する動向について報告する。第３部ではCEマーキン

グ制度及び民間認証制度の動向を、第４部ではKeymark制度及びDIN CERTCO（ドイツ認証機関）の動

向について紹介する。 
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第１部 国際レベルにおける標準化の動向  

 

1．ISOにおける国際規格の国際市場性（Global Relevance）に関する議論の動向 

1.1 国際市場性（Global Relevance）についての概念整理 

1.1.1 議論の経緯 

WTO/TBT委員会（貿易の技術的障害に関する委員会）では、TBT協定の第2回3年レビュー（1998

～2000年）において、国際規格に関し、TBT協定の下での国際規格の概念を明確化、強化するとの

観点から、透明性、開放性、公平性、適合性、一貫性、途上国への配慮等を要素とする「国際規格

作成プロセスに関する諸原則」を委員会決定として採択した（同レビュー報告書附属書4）。 

同報告書では、国際市場性に関し、国際規格に対して以下の事項を要求している。 

・ 規制上の、及び市場のニーズに効果的に対応すること。 

・ 異なる国々の科学的、技術的発展に適応すること。 

・ 国際市場を歪めないこと。 

・ 公平な競争を妨げないこと。 

・ イノベーション及び技術の発展を阻害しないこと。 

・ 国家又は地域間に異なるニーズや利害関係がある場合には、特定の国又は地域の特性又は

要求事項を優先させないこと。 

・ 可能な限り、設計や記述的な特性（仕様）に基づくよりも、性能に基づくこと（性能規定

化）。 

 

したがって、これらの要件を満たさないISO規格は、自由貿易の障壁になるとの批判の対象とな

り得る。しかしながら、ISO 規格では、長年にわたって「策定に参画した者のコンセンサスを表す

もの」との考え方が一般に受け入れられてきた。その結果、特定の地域の要求にのみ対応する ISO

規格が発行され、一方で、他の国及び地域はその国と地域で伝統的に使われてきた規格を使用し続

けるという状況が生じている。更には、いくつかの国では使用に適さないISO規格が発行されてい

る場合もある。 

 

かかる状況に鑑み、ISOでは、この国際市場性に関する要求事項に関し、各TC/SC（専門委員会／

分科委員会）に十分な助言を与える必要があるとの認識の下、TMB（技術管理評議会）に国際市場性

タスクフォース（Global relevance task force）が設けられ検討が行われてきた。その結果、ISO

規格が国際市場性を達成するための原則（2．参照）、及びそのガイダンス文書（適用指針）につい

て合意がなされた。 
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1.1.2 国際市場性の定義 

ちなみに、ISO では、上述の WTO/TBT 協定における要求事項を考慮し、国際市場性について以下

のとおり定義している。 

国際市場性 

世界の市場で、関係産業及びその他の利害関係者によって、可能な限り幅広く使用／適用され

るためのISO規格に求められる要件 

Global relevance 

required characteristic of an International Standard that it can be used/implemented as 

broadly as possible by affected industries and other stakeholders in markets around the 

world. 

 

なお、TMB では、様々な市場における ISO 規格の使われ方はかなり多様であると認識することが

重要であるとしている。ある国では適用可能なISO規格を国家規格として採用しているのに対し、

EUでは、欧州規格として承認されたISO規格はCEN加盟国によって国家規格に採用されるのみなら

ず、全ての矛盾する国家規格が廃止される。その他の国や地域では、ISO 規格は国家規格として採

択することなく使用され、国家規格及び他の国内規格との共存が許容されている。この場合、市場

関係者がそれぞれの状況に応じてどの規格を用いるかを選択する。ある経済圏では、「規格」は伝統

的に技術基準の位置付けを与えられており、ISO 規格はこれらの技術基準の代替として受け入れら

れている。 

ただし、特定の市場、国又は地域において、それぞれのISO規格の使用方法があるからといって、

当該市場、国又は地域をより軽視する理由にはならない。ISO/TMB の目的は、いずれの市場、国又

は地域においても使用可能なISO規格の開発であるとされている。 

 

 

1.2 ISO専門業務及び規格類に関する国際市場性についての原則 

 

原則1．ISO/IEC規格の地位と意義を尊重する。 

ISO/IEC規格は上記の定義を尊重し、可能な限り唯一(unique)の国際的な結論を表すべき

である。確立した市場（legitimate market）と本質的相違（essential differences）の

ために、その時点で、ISO/IEC規格のある規定について、唯一の結論にまとめられない場合

は、その相違が妥当であれば、ISO/IEC規格はこれらの相違に対応する選択肢を設けること

ができるる。 
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TMBでは、ISO/IEC規格が選択肢を設けることについて、以下のように考え方を整理している。 

・ 従来からの基本方針である「一規格、一試験、一認証の世界的受入れ」は、現実には、そ

の前提として、更なる要素「一つの国際市場」が存在するときにのみ、達成可能である。 

・ しかしながら、現状においては、いくつかの事例で、異なる地域や国々の市場に特有の事

項に適応するための色々の解決策があることが分かっている。 

・ 市場のグローバル化と統合により、これらの市場の違いは、時間とともに縮小し、一つの

世界市場が出来てくるであろう。しかし、ISO/IEC規格として、ある一つの市場にのみ対応

した（他には対応しない）施策を単に推進することは、市場を発展、統合させることには

つながらないであろう。そのような場合は、市場とその関連する産業は、別途自らのニー

ズにより適応する規格を求め、その結果、ISO はこれらの市場と産業への適合性を失うこ

とになるであろう。 

・ したがって、ISO/IEC規格の特定の項目について、妥当な既存の市場、社会的、及び本質的

相違が存在するために、現時点で唯一の国際的な結論が得られない場合は、ISO/IEC規格は

正当な理由があれば、これらの相違に適応するために、選択肢を記述できる。 

 

 

原則2．ISO/IEC規格の開発への参加のコミットメント及び規格開発のフィージビリティは規格開

発プロジェクトの開始段階で明らかにせねばならない。 

 

いくつかの事例において、異なる地域や国々の市場に特有の事項に適応するための色々

な解決策があることが分かっている。今後、市場のグローバル化と単一化により、これら

の市場の違いは時間とともに縮小し、一つの世界市場に統合されるであろう。しかしなが

ら、ISO/IEC 規格 として、一つの市場にのみ適応した（他には適応しない）施策を、ただ

推し進めることは市場を変化させ、統合させることにはならないであろう。そのような場

合は、市場とその関連する産業は、別途自らのニーズにより適応する規格を求め、その結

果、ISO はこれらの市場と産業への適合性を失うことになるであろう。そのような状況を

強いるのではなく、むしろISO 委員会はプロジェクト開始に当り、次の確認をすべきであ

る。 

－全ての規定について、唯一の国際的解決策と国際市場性のあるISO規格は可能か、 

－既存の、正当な市場の相違に対応する選択肢を規定するISO規格は可能か、又は 

－国際市場性のあるISO規格の策定は不可能。その場合には、策定作業を行わない。 

 

「ISO/TMB 国際市場性適用指針」では、プロジェクト開始段階での国際市場性のフィージビリ

ティ及びコミットメントに関する調査について、以下のような方針が示されている。 
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【実施時期について】 

・ ISOの委員会は、新規業務項目提案（NWIP）の投票時に、ISO/IEC規格開発のフィージビリ

ティについて当該調査（具体的には以下の事項を確認）を行い、プロジェクトを進めるか

否かの決定の材料として活用すべきである。 

－全ての規定について、唯一の国際的解決策と国際市場性のあるISO/IEC規格は可能か； 

－既存の、正当な市場の相違に対応する選択肢を規定するISO/IEC規格は可能か；又は 

－国際市場性ISO/IEC規格の策定は不可能か。（その場合には、策定作業を行わない。） 

 

・ また、全ての ISO の委員会は、次回の定期見直しの際に、既刊の規格について個別に国際

市場性を検討し、国際市場性を確保するための適切な改正を行わねばならない。 

 

【実施方法について】 

・ ISO/TMB Directives Maintenance Team では、現在新業務項目提案に関するISO 書式（ISO 

Form 4 - New Work Item Proposal と ISO Form 5 - Vote on New Work Item Proposal）、

及び NWIP の承認要件（ISO/IEC Directives Part 1; Clause 2.3.5）の見直し、改正を行

っている。この改正は、提案者及び投票するメンバー国が新業務項目を扱う際に、関連す

る国際市場性に、より適切に着目する上で、また国際市場性について妥当性と取り組みが

文書化された際、委員会がその後の作業を進める上で役立つであろう。 

 

・ 改正NWIP書式に明記される予定の事項は、以下のとおり。 

 提案者は、提案書の中で、国際市場性のあるISO/IEC規格の合意形成に影響する要因

を可能な範囲で明らかにしなければならない。 

 複数の地域又は国家規格がある場合には、国際市場性のある規格の策定への強いコミ

ットメントに関する情報（記述）を提案書に含めるべきである。理想的には、その提

案及び ISO/IEC 規格へのコンセンサスを阻害するかもしれない重要な要因について、

該当規格のメンバー国からのコメントを含めることが望ましい。 

 NP 提案への承認投票によって、メンバー国は次の事項を確認していると理解する。 

1. 提案事項に関して、市場がISO/IEC規格を必要としていることに合意する。 

2. 国際市場性のあるISO/IEC規格の開発を阻害する要因がないと認識している。 

 

・ 既存の規格の定期見直し・改正の際には、前回の見直し以降の「一つの ISO/IEC 規格」へ

向けた進展の概要及び今回の改正で達成されるであろう更なる進展について、報告が行わ
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れるべきである。また、ISO/IEC規格へのコンセンサスを阻害する重要な事項に関する当該

規格の地域又は国家標準化機関のコメントが再度含まれていることが望ましい。「一つの

ISO/IEC規格」へ向けた進展が認められない場合については、ISO/TMBは検討の上、適切な

措置を採るべきである。 

 

・ 考慮すべき点は、国際市場性が妥当な期間（例えば、見直し時期に応じて 5～10 年）内で

達成されると考えられるか、又は、その ISO/IEC 規格の廃止が実質的に取引や国際市場性

の他の目的を阻害するか（すなわち、全世界ではないものの、広く使われているものがあ

った方が、ISO/IEC規格を廃止するよりも都合が良いか）どうかである。 

 

・ 国際市場性の達成の要請は、委員会幹部（committee officer）が将来、これまで以上に多

くの判断業務を求められ、規格開発過程において単純に投票数だけに頼れなくなることを

意味している。 

 

・ 更に、提案者及び委員会は、正式な新業務項目の提出・投票に先立ち、委員会での国際市

場性の評価、利害関係者の特定とそれらの参加を確保するために、ISO/IECが定める国際規

格策定手順の段階０で登録される予備業務項目（preliminary work item）提案を活用する

ことを勧める。 

 

・ 新業務提案の評価に当たっては、委員会は関係する利害関係者を特定し、ISO/IEC規格の開

発にそれら関係者の参加を確保しなければならない。 

 

・ NP 提案の承認条件を満たし、国際市場性の達成上の障害が認められない場合は、新業務項

目はその委員会の作業プログラムに登録される。承認条件は満たされていても、国際市場

性の達成上で障害となり得る多くの要因が認められた場合は、更に、フィージビリティス

タディを行うべきである。もし、スタディの結果、懸案の要因を調整（例えば、選択肢を

ISO/IEC規格に盛り込む）できることが分かれば、新業務項目は委員会の業務項目に登録で

きる（それ以上の NP 投票は不要）。逆に、フィージビリティスタディの結果、国際市場性

のあるISO/IEC規格の策定上で調整不可能な障害が分かった場合は、NP は不成立と考える

べきである。 

 

・ 疑義のある場合、又は委員会の P メンバー（participating member）が、委員会が特定の
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ISO文書をある市場で使用上不適切なものにする決定をしたと思った場合は、TMB に、その

事例を詳細に調べ、助言・指示を出すよう求めることができる。 

原則3．記述的規格（prescriptive standards）より性能規格（performance standards）を優先

すべきである。 

 

次に注目されたい： 

WTO/TBT 協定のAnnex 3 

「I. 妥当な場合は常に、規格制定団体は、製品の要求特性の規格を設計(design)又は

記述的(descriptive)特性ではなく、性能(performance)で規定すべきである。」 

 

ISO/IEC Directives, Part 2, clause 4.2 Performance approach (Excerpt) 

「可能な場合は常に、要求特性は設計又は記述的特性ではなく性能で表現すべきであ

る。この手法は技術開発に 大の自由度を与える。第一に、世界中（全世界共通）で

受け入れられる特性を取り入れるべきである。法令、気候、環境、経済、社会条件、

取引形態等の違いがある場合は、必要に応じて、幾つかの選択肢を示してもよい。」 

 

これら引用文から、性能規定（性能に基づいた規定手法：performance-based approach）

が国際市場性をもつ ISO 規格の開発に役立つと、広く認識されていることがわかる。性能

規定は更なる技術革新に 大の自由度を与えるが、設計規定(設計に基づいた手法：

design-based approach)は、技術革新の自由度が も制約される。しかし、実際には、性

能規定で書かれた規格の中に、設計上の規定要件が含まれるような事例があり得る。また、

他の事例では、設計規定の規格の開発の方が妥当であり、国際市場性をもつ規格に繋がる

こともあり得る。このように、どの手法が も妥当かは、問題になっている技術課題によ

る。 

 

性能規格の策定に関しては、「ISO/TMB国際市場性適用指針」において、具体的に以下のような

方針が示されている。 

・ 製品に関する要求事項は、その製品の性能保証のための設計、材料、構造等で規定するの

ではなく、目的適合性を保証するための性能特性で規定することが望ましい。ある場合に

は、性能規定が国際標準化を達成する上で、唯一の現実的な手法となろう。例えば、多く

の分野において、国際的に受け入れられる設計基準を作成するために既存の国家及び地域

の設計基準を整合化させることは、長期間使われてきた伝統的な設計や思想があるために
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不可能であろうと理解されている。その場合には、性能規格が策定され、あるいは策定さ

れつつあり、国家及び地域の基準は、ISO/IEC規格の性能規定への適合を「満たしていると

見なされる」（deemed -to-satisfy）方法であると考えられている。 

 

・ 性能に基づく手法を採用する場合には、性能要件から重要な特性が不注意で落ちることが

ないような配慮が必要である。 

 

・ 材料について、必要な性能特性を明確に決められない場合には、材料を規定することもで

きるが、望ましくは次の文言を加えること；”or material which has been proved to be 

not less suitable”。 

 

・ 製造工程に関する要件は、通常は省くべきであり、 終製品についての試験を優先する。

しかしながら、いくつかの分野では、製造工程に言及する必要があり（例えば、加熱ロー

ル、押し出し）、さらには製造法工程の検査も必要（例えば、圧力容器）とされる分野も存

在している。 

 

 

原則 4．既存の正当な市場に相違がある場合には、ISO/IE 規格は進化の過程をたどりながら、全

ての規定において唯一の結論に達している ISO/IEC 規格を後に発行することを究極の目

的とする。 

 

この原則の下で、現存する、変化の可能性を秘めた市場の相違（法令、経済、社会条件、

取引形態、市場ニーズ、科学的理論、設計思想などの要因による相違）を、策定する規格

文書の中でいかに扱うかを検討することができる。 

 

規格文書における市場の相違の取扱い方に関しては、「ISO/TMB国際市場性適用指針」において、

具体的に以下のような方針が示されている。 

【性能規定化】 

・ 国際市場のためのISO/IEC規格が当初から達成困難である場合には、ISOの委員会は、国家

又は地域規格による、性能規定の ISO/IEC 規格の発行を考慮してもよい。そのような国家

又は地域による ISO/IEC 規格を用いて設計を行った場合には、当該設計は ISO/IEC 規格の

性能要件を満たしていると見なす。「全ての性能要件は試験可能でなくてはならない」とい
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う実証の原則を踏まえてこの問題を一般化すると、特定の国や地域では、試験の実施に際

し、自らの国家又は地域規格を使うことができることとなる。結果が同一であれば、試験

方法が異なっているか否かは問題ではない。 

・ この手法では、関係委員会は、ISO/IEC規格が性能要件を実際に備えており”中身のない貝

（empty shell）”とは見なされないようにしなければならない。この手法で策定された

ISO/IEC規格は、製造業者に特定の設計を義務付けないことにより技術革新を促し、市場が

異なった解決策を受け入れることを可能とする。時間の経過と共に、一つの解決策が一連

の性能要件についての世界的な解決策となることが期待できよう。このように、この手法

は委員会が相違を縮め、唯一の国際的結論を示す一つの ISO/IEC 規格へ向けて、継続的に

検討を続けることに役立つ。 

 

【TS/TR、PASの活用】 

・ 委員会は望むならば、地域又は国家に固有の側面（aspect）を、それらを記載した地域又

は国家規格に関連づけて記載した ISO デリバラブル、即ち、これらの相違と規格をカタロ

グ化（“cataloguing”）した文書の発行を考慮してもよい。この手法はISO/IEC規格として

の発行には値せず、唯一の国際的結論を提供する ISO/IEC 規格へ向けた進化過程での相違

を認識する過渡的段階として、ISO TS (Technical Specification) 又は TR (Technical 

Report)として考えるべきである。 

 

・ 競合する国家及び地域の結論を一つの ISO/IEC 規格へ向けて整合化するとの意図が明確な

場合には、委員会は競合する国家及び地域の結論を TS 又は PAS (Publicly Available 

Specification)として発行することを検討してもよい。しかし、これは唯一の国際的な解

決策を提供する ISO/IEC 規格へ向けた作業が進んでいるか、または進める決定がなされて

いる場合に限る。 

 

【選択肢の導入】 

・ 原則1．では、世界の市場の相違を理由に、特定の規定に選択肢を示すことが許容されてい

る。しかし、ISO/TMBは、出来るだけ多くのISO/IEC規格の規定事項に関する国際的合意が、

性能規定でまとめられることを期待している。委員会が ISO/IEC 規格の特定の規定事項を

選択肢（例えば、異なる分類、試験）で示す必要性に合意する場合でも、選択肢の数は出

来るだけ少なくし、そのISO/IEC規格の中の要求事項のほんの一部とすべきである。 
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・ しかし、そのような選択肢は原則に述べられている条件に沿う場合に限られ、規格の主要

部分について合意が無い場合には ISO/IEC 規格を開発すべきではない。その趣旨は、地域

又は国の相違点を受入れるのではなく、市場の発展の型を捕え順応することである。市場

は境界を越え、地域や多くの国を包含するので、市場の発展の型を整理統合することは、

規格文書の簡素化、及び文書を使用する際の混乱を減らすうえで望ましい。 

 

・ 異なった市場の発展の型を扱うための選択肢は、次の形式をとってもよい。 

 規格本文中への強制規定文の併記 

 強制付属書への規定文の併記 

 複数の副部(parallel sub-parts)（各部が固有の市場を表す） 

 

・ 何れの形で選択肢を取り入れるにせよ、委員会は全ての選択肢が平等に扱われるようにす

る。 

 

・ 時間と共に、市場は進化し、一つの世界市場が成立すると期待される。このように、この

手法は委員会が相違点を縮小し、唯一の国際的結論を備えた一つの ISO/IEC 規格へ向け継

続的に検討を続けることに寄与する。 

 

 

原則5．WTO/TBT協定付属書3 に沿った本質的相違(Essential differences) をISO/IEC規格に取

り入れることができるが、委員会がそのような相違を導入しようとするときには、特別

の規則に従わねばならず、これらの規則でカバーされない事例では、TMB の特別承認が

必要である。 

 

この原則の下で、世界市場での本質的相違の扱い方を委員会が検討できる。即ち、それ

らの相違点は時間と共に変化が期待できない要因であり、例えば、既設の技術的インフラ

ストラクチャー、気候、地理的又は人類的相違である。 

 

ISO/IEC規格への本質的相違の導入に関しては、「ISO/TMB国際市場性適用指針」の附属書１に

おいて、具体的な方針が示されている。（別紙P15～16参照） 
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原則 6．委員会は、個々の規格の国際市場性に影響する全ての要因を把握して初めて、策定する

ISO/IEC規格の国際市場性を確保できる。 

 

特定の規格の国際市場性に影響を及ぼす全ての要因を委員会が把握可能とするために、これま

でに行われてきた措置、現在実施中の措置、又は今後取り得る措置に関して、「ISO/TMB国際市場

性適用指針」では以下のように解説している。 

・ 全ての関連するメンバー・ボディの参画が国際市場性を支える主要な要因と考えられてい

る。しかしながら、特に開発途上国は、ISO 委員会の活動がそれらの国の商業的利益上重

要な場合でも、参画するための能力、専門性及び資源を確保する上で、困難を抱えている。

ISO理事会は、発展途上国のISO/TC への参加を促進するための包括的報告書と一連の決議

を承認している。この報告書で推奨されている特別のプロジェクトがここ何年にわたって、

ISO/TMB が推進する一連のプロジェクトを含め、ISOにおいて進められる。 

 

・ ISO/TMB は、特に開発途上国のニーズのISO の規格開発過程での取り込みのために、ISO の

専門業務におけるツウィニング制度を設け、その指針を発行した。 

 

・ 全てのメンバー・ボディは、委員会における国際市場性の確保を支援するために、その国

の経済に関係する規格について、DIS 投票の際に投票とコメントを提出すべきである。 

 

・ しかしある場合には、ある国又は地域が ISO 規格を当該国家又は地域規格として採用する

過程で初めて障害に気が付くことがある。そのような事態に対応するために、TMB は ISO

規格の 初の定期見直しをISO 全メンバー・ボディの間で、発行後3 年で行うことに合意

した。この見直しの目的は、とりわけ ISO 規格がその国で使われているか否か、使われて

いる場合は、ISO規格を修正する必要の有無について、メンバー・ボディからのフィード・

バックを得ることである。全てのそのような修正事項は、担当委員会(TC/SC)に送付され、

ISO規格の国際市場性を改善するための必要な手段が検討される。例えば、数年前の講演会

で、人体寸法を扱った多くの ISO は欧州と北米の住民に合わせた人体計測パラメータを基

礎にしており、東南アジアの人々には寸法が合わないために、東南アジアでは使用に適さ

ないとの報告がなされた。 

 

・ ISO規格又はその関連製品を使用している国の専門家が、何らかの理由で参加していないと

しても、参加している委員会のリーダー、国代表及び専門家は非参加国の市場ニーズを承
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知しているとみられる。確かに、製品の製造業者は、それら製品が販売されている全ての

市場において、当該市場のニーズを熟知している。したがって、リーダー、国代表及び専

門家として参加しているそれら製造業者の代表は、規格開発過程において、その知見を持

ち込むという特別の責任、及び恐らくは ISO 倫理規定（Code of Ethics）上の倫理的義務

をも負っている。 

 

・ 特定の市場ニーズの情報は、TC ビジネスプランにおける、市場環境、委員会の目的と目的

へ向けた戦略及び、リスク・アセスメント又は委員会における規格の完成もしくはその適

用及び世界的な採用に影響する要因の検討について記述するそれぞれのセクションに記載

すべきである。委員会のビジネスプランに盛り込まれるこのような情報は、将来規格開発

に取り組む際の指針として有益であろう。 
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（別 紙） 

 

ISO/TMB適用指針 

ISO専門業務と規格類の国際市場性 

（抜 粋） 

 

附属書１ 

本質的相違（ESSENTAL DIFFERENCES）のISO規格 への適用について 

A.1 概論 

時間と共に変化が期待できない要因、例えば既設の技術的インフラストラクチャー、気候、地理的な又

は人類的な相違に基づく本質的相違は、ISO/IEC規格の強制要素に組み込むことができる。 

 

注） 寸法の本質的相違もISO/IEC Directives, Part 2, Annex E により規格に組込める。 

 

「要求特性の本質的相違」の意味は、並立する異なる規格を指すのではなく、既存の又は策定中の ISO

規格に含まれる大多数の要件について実質的に整合化が達成され、TC/SC 委員会で合意される場合に限

って、その手続が適用されるべきである。 

 

一般的ルールとして、本質的相違は、特定の国のための固有の規定を設けるのではなく、むしろ必要な

固有の条件を示す表現（例えば、電気の供給が60Hz の国では、日中の気温x℃以下の地域では、熱帯の

国ではなど）で規定すべきである。 

 

A.2 ISO 規格に本質的相違を組込む提案 

ISO/IEC 規格に本質的相違を反映しようとする提案は当該委員会の P メンバーから行い、その要請は委

員会のPメンバーに公開し、承認を得なければならない。 

 

Pメンバーが、その要請された本質的相違を含めるとの委員会決定に不服な場合には、ISOの提訴の手続

が適用されよう（ISI/IEC Directives, Part 1, Clause 5）。 

 

要件の本質的相違の提案は、個々に技術上及び市場の実証内容を付して、可能な限り も早い段階(NWIP)

でDISに組込むために、遅くともCD（委員会原案）段階で提出しなければならない。 
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A.3 DIS 又はFDIS の投票 

規格の強制要件に本質的相違を含む DIS 又は FDIS の投票に際して、ISO メンバーはその相違を含むこ

とだけを反対投票の理由にしてはならない。要件の本質的相違に係わる反対投票は全て、いずれの段階

（NWIP, DIS, FDIS）でも、技術的/市場の実証を伴っていなければならない。 

 

A.4 既存のISO規格の改正 

本質的相違を組込むための既存規格の改正提案は、その実証を付けてPメンバーから当該TC/SC 国際幹

事に送付され、幹事はこの要請を委員会メンバーに開示し、検討を依頼する。 

 

A.5 本案件の適用 

ISO/TMB は、ISO規格の要件への本質的相違の組込みを監視するシステムを確立すべきである。 

 

この手続の見直しはその適用開始から2年後に行うべきである。 

 

TMB/DMT は、上記の内容に適応して、既存の手続を見直すべきである。 

 

本質的相違だけでなく国際市場性全般についての広範な研修・周知プログラムをTC/SC 関係者に実施す

べきである。 
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2．ISOにおける社会的責任（SR）の国際標準化への取組状況 

近年、グローバル化、情報通信化など企業を取り巻く環境の変化とともに、国内外問わず企業によ

る不祥事が相次いでいる。このため利害関係者は、法令順守、人権擁護、環境配慮、地域貢献などに

関する社会的責任に一層関心をもつようになってきた。例えば、市場で投資家が資金を運用する際に

投資対象の収益だけではなく、社会的側面を考慮して投資先を選定することもある。 

 

社会的責任への取り組みは、更なる企業活動の発展・成長を成し遂げるために非常に有効であり、

単なるリスクマネジメントにとどまらない。企業戦略としてSRの取り組みを企業の基盤として位置づ

け、企業の不祥事から組織を未然に防ぐため、企業の投資の促進や企業の競争力を強化するために自

主的に実施している企業が増えている。 

 

社会的責任の重要性は 1992 年のリオ環境サミットで既に認識されており、1999 年には世界経済フ

ォーラムにおけるコッフィー・アナン国連事務総長によって、現在のグローバル経済を維持するため

に必要な社会的・環境的な土台を構築し、全ての者がグローバリゼーションの恩恵を受けられるよう

にとの協力提案がなされるに至った。 

 

これらの状況を踏まえて、国連グローバルコンパクト、OECD、グローバル・リポーティング・イニ

シャチブ等様々な国際機関によって社会的な責任に対する調査、基準作成が行われているが、本書で

は 2001 年から 2004 年１月末までの国際標準化機構（ISO：International Organization for 

Standardization）における社会的責任に係る国際標準化の検討状況を紹介する。 

 

なお、社会的責任を意味する用語として、Corporate Social Responsibility, Sustainable 

Development, Corporate Governance, Corporate Business Ethics等が存在するが、本書では特に必

要ない限りISOで現在用いられるSocial Responsibilityを用いた。 

 

2.1 国際標準化検討の開始 

国際標準化機構（ISO: International Organization for standardization）は1947年に設立さ

れた非政府機関である。国際規格を作成することによって国際間ビジネスを容易にするとともに、

科学、経済など諸般の部門に渡る国際協力を推進することを目的としている。 

 

ビジネス環境が大きく変化する中で、ねじ、フィルム等工業製品（ハード）に関係する国際規格

のみならず、ISO9000/ISO14000シリーズ等のマネジメントシステム（ソフト）を提供することによ
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って、経済活動のグローバル化と健全化への一助をISOは担っている。今後、従来の標準化範囲を

超えてより広い分野にも挑戦する方針である。 

 

ISOの戦略アジェンダ1

3Running title of presentationPR/mo/item ID
Date 

戦略アジェンダ戦略アジェンダ

““ナット＆ボルトナット＆ボルト””中心からより壮大な視野へ中心からより壮大な視野へ

ISOの活動ﾃﾞｰﾀ
参加国（地域）数：１４８
技術委員会数：１８８
2003年の提案数：６３３

国際規格数：１４２５１
3（工学系）及び7（材料系）規格が過半数以上

（数字は全て2004年1月現在）

1947年設立。各国の代表的な標準化機関からなる機関。

鉱工業、農業、医薬品等に関する国際規格を作成

 

 

ISOにおける社会的責任（SR）の国際標準化については、経済環境の急速な変化、多数の国際基準

類の存在から、急速に増加しつつ国際的な基準や規格類による使用者の混乱回避、NGO・途上国・消

費者からの要望などを背景として検討が開始された。ISOでは、理事会がSR分野の標準化を行うか否

かを決定する際の参考にするため、諮問機関である消費者政策委員会（COPOLCO: Committee on 

Consumer Policy）に実現可能性の調査依頼がなされた2。 

 

COPOLCOは2001年5月のノルウェー・オスロ総会で理事会の要請を承認し、作業グループの一つ

であるグローバル市場における消費者保護作業グループ（GMWG: Consumer Protection in the Global 

Market Working Group）にSRの標準化について調査研究することとした。 

 

2002 年 6 月にトリニダード・トバコ総会において、GMWGが作成したCSR規格の必要性と可能性に

係る報告書（Report on desirability and feasibility of ISO CSR standards）3が承認され、多

                                                               
1 濱坂 隆、ISOにおけるSR標準化の検討 （2004年7月） 
2 Council Resolution 18/2001  

3 原文はwww.iso.org/iso/en/commcentre/presentations/wkshps-seminars/copolco/copolco2002/index.list
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様な利害関係者を集めた委員会を新たに設置し更に検討することを理事会に勧告する決議を行った。 

 

報告書においてCOPOLCOはCR4に対する取り組みを次の5基本要素から成ると主張している。 

１）企業が関連ある実質的なCR規範及び原則を識別し、選択すること 

２）企業レベルでCRを立案・実行する取り組みに、企業の活動によって影響を受ける全範囲の利

害関係者を参画させる方法 

３）CRに対する取り組みと目標の効果的な実現並びに測定及び立証が可能な成果を保障するプロ

セスとシステム 

４）CRに対する取り組みと目標に向けての進捗を確認する方法 

５）利害関係者や公衆への報告とコミュニケーションの方法 

これらを実施するツールとしてCR管理システム規格を提言し、品質分野のISO9001、環境分野の

ISO14001に続く第3世代の規格として位置付けた。 

 

2002年9月に理事会はCOPOLCOの勧告を承認しTMBに次のステップに進むよう指示した5。 

 

2.2 SR諮問委員会による検討 

ISO･TMB/SR諮問委員会（Advisory Group on Social Responsibility、以下AGとする）は2002 年9 

月にTMB（技術管理評議会）の決議6に基づき以下を委任事項として発足した。 

1) ISO は、企業の社会的責任分野のISO デリベラブルの作成に着手すべきか否かを判断すること。 

2) もし着手すべきであれば、作業の範囲およびデリベラブルのタイプを決定すること。 

 

議長はALCAN社の渉外・総務担当上席副社長のダニエル・ガグニール氏。メンバーは地域、利害関

係者のバランスを勘案した上で決定されたアジア・太平洋、欧州、アフリカ、南北アメリカを代表

する地域代表、ILO、GRI等関連国際機関から成る 26 名7である。日本人としてはアジア・太平洋地

域代表として麗澤大学 高 教授が登録された。 

 

AGは2003 年1 月にトロント（カナダ）から議論を開始し、2003 年2 月（ジュネーブ、スイス）、

2003 年7 月（サンパウロ、ブラジル）、2004 年1 月（ミュンヘン、ドイツ）、および2004 年4 月

                                                                                                                                                                                                   
でダウンロード可能。 
4 Corporate Responsibility。SRと同意であるがCOPOLOCOではCRとした。 
5 Council Resolution 27/2002 
6 TMB resolution 78/2002  
7 2003年１月に国連グローバルコンパクト、7月にＷＷＦ、Human Right Watchからの代表を追加。 
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（シカゴ、米国）に会議を開き、また会議の合間には数度に渡って電話会議を行うことで国際標準

化の実現可能性について検討を進めた。主な論点は以下のとおりである。 

 

 そもそもSRとは何か。 

 SRは仮に標準化すべきであっても国内規格で十分ではないか。 

 理想と現実。規定は現実に乖離すべきではない。 

 規格適合性の検証性は必要ではないか。第三者認証は認めざるを得ないのでは。 

 ISOではない組織が作るべきか。 

 セクター毎（産業）にガイダンスが必要では。 

 ISOメンバーのみならず外部関係者も議論に参加すべき。 

 低限の要求事項にすべき（プラスαはユーザー判断）。 

 

なお、議論の初期の段階で一般的に受け入れられているCSR、SRの定義が存在していない状況であ

り一定程度の共通理解の必要性から、次のとおりAG内での決定を行った8。 

 

 用語をCSR ではなく SR とする。Corporate を除いた理由はISO での作業である以上、企業だけ

をSRの対象にするのではなく、いかなる組織でも適用可能にするため。 

 SRの特徴及び原理 

• （ 低限対応すべき事項として）関係する法規制の遵守の徹底 

• 上記には、法規制以外で経済的、環境的及び社会的側面について記述されている自主的な

コミットメントを含む。 

• 利害関係者の関与 

• 説明責任 

• 透明性 

• 倫理的行動 

• 文化的多様性の尊重 

• 持続的発展の一環 

 SRに関する問題 

• 人権 

• 職場及び従業員関連の問題（労働安全衛生も含む。） 

                                                               
8 Social Responsibility-Preliminary Issues, ISO/TMB AG CSR N4Rev. 
9 ISO/TMB AG CSR N32。原文はwww.iso.org/srでダウンロード可能。 
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• 贈賄、競争制限的行為を含む不正慣行 

• ガバナンス 

• 環境側面 

• 市場及び消費者の側面 

• 地域貢献 

• 社会的開発の側面 

 

AGは広範囲な調査を実施し長期に及ぶ協議を行い多様な専門家および利害関係者グループの見解

を反映させることに努めた結果、TMBへの勧告9及びSRの現状に関する報告書を2004年4月末に纏め

上げた。 

 

AGの勧告 － ISOが作業開始するに当たっての前提条件 

ISO は次のような場合に社会的責任分野での規格の作成に着手すべきである。 

1）ISO は、SRに、ISO自身が既に取組んできた主題や問題とは質的に異なる数多くの主題や問題

が含まれることを認識する。 

2）ISO は、政府および政府間組織によって適切に定義付けられる社会的義務または期待を設定す

る権限もしくは正当性を有していないことを認識する。 

3）ISO は、一方で(国連の世界人権宣言、国際的な労働条約およびILO や関連する国連条約によ

って採択された他の協定のような)国際的な政府間組織が採択した協定と、もう一方で、前述

した協定に定める普遍的な原則を反映させている場合もあればそうでない場合もある民間の

任意活動との間に、相違があることを認識する。 

4）ISO は、政治的なプロセスを通じてのみ解決が可能な問題に取り組むことを回避するために、

対象範囲を制限する。 

5）ISO は、広範囲な社会問題に関連する国際規範を三者構成（政労使）をベースとして規定する

機関として、ILO 独自の権限を公式通達を通じて認識する。 

6）ISO は、その主題の複雑さおよび展開の早さゆえ、社会的責任に関する実際の約定を整合化す

ることは実施不可能であることを認識する。 

7）ISO は、自身のプロセスを再検討し、必要な場合はより広範な利害関係者の実質的な参加を確

実にするために調整を行う。 

 

 

AGの勧告 － 規格のタイプ 
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業務の範囲および規格のタイプは次のような指針文書とすべきで、適合性を評価するための規格

文書とすべきではない。 

 企業および他の組織による使用のためのもの 

 結果およびパフォーマンスの改善に重点を置くもの 

 この分野の一般用語を採用するもの 

 さまざまな文化、社会、および環境の中で自身の社会的責任に効果的に取り組んでいる組織を

支援するもの 

 他の関連する手段および方策を補足することが可能なもの 

 組織の社会的責任を扱う政府の権限を弱めることを意図しない旨を規定するもの 

 あらゆる規模の企業および他の組織にとって役立つもの 

 以下に係わる方法および選択肢に関する実際的な指針を示すもの 

• 社会的責任活動の運用化 

• 利害関係者の識別およびそれらとの関わり合い 

• 社会的責任に関する要求の信頼性向上 

 明解で理解しやすい文言で書かれているもの 

 

AGの勧告 － プロセスに関する勧告 

 ISO は、発展途上国がこの業務に意味のある参加を確実なものとするように、あらゆる努力を

払うべきである。 

 この業務の特異性と新規性を考慮し、ISO は、既存の専門委員会を用いるのではなく、この業

務に着手する新たな専門委員会を召集すべきである。新設の専門委員会では、その委任事項の

一部として、これらの勧告に盛り込まれた項目のすべてを採用すべきである。 

 AG は、召集される専門委員会およびその構成団体のいずれかには、この諮問グループの中に

含まれるような範囲の利害関係者を含めるよう勧告する。 

 ISO は、この新設専門委員会の業務が、既存の専門委員会の業務と調和して実施されることを

確実にすべきである。 

 

なお、勧告にはWWF（世界自然保護基金）の代表10から提出された少数意見書(minority report）

が含まれる。WWFの主張はAGの勧告をより明白なものにすべきとしており、具体的には以下の懸念が

提出された。 

                                                               
10 Gordon Shepherd, Director International Policy, WWF International  
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 環境: 環境問題の重要性を明白には認めていないという点に懸念。SRは環境問題を含むがAGの

勧告では十分には触れられていない。 

 デリベラブルの範囲: デリベラブル（配布物）は他の組織にとっても潜在的に貴重なものにな

りうる一方で、デリベラブルは企業が主に使用する指針文書とすべきであることを明示すべき。 

 利害関係者の関与: 今後のISO作業には、ISOの過去のプロセスやこの勧告文書の完成に至るま

でのプロセスを特長付けたものよりもさらに広範囲で多様な利害関係者関与が必要になること

をより明記すべき。 

 透明性および報告: SR実施に関する透明性および公開性（public reporting）を求めることが

将来のISOデリベラブルの重要な要素とならなければならない旨をより明記すべき。 

 

SRに関する報告書11ではAGは課題を3分野に大別してまとめた。第1章ではSRがどのように組織・

社会で定義されているのか、又SRに対する期待を取り上げ、第2章では標準化に係る課題を調査し、

第3章ではISOがSRを検討する場合に検討すべき点についてまとめている。これらの課題は、これま

でのAGの議論においてSRに関するデリベラブルの開発を進めるかどうかについてのISO決定の基礎

になりうるものと考えられているものである。 

 

AGが多様な利害関係者から構成されていることに鑑み、各課題に対するコンセンサスを形成する

試みは行わずに、全ての見解を紹介する表現となっている。以下が報告書の構成である。 

                                                               
11 Working Report on Social Responsibility.原文はwww.iso.org/srでダウンロード可能。 
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SRに関する報告書の構成 

第１章 概念上の課題：CSR/SR に言及するとき何を語

るのか 

 

1.1 CSR/SR 概念の原点と展開 

1.1.1 グローバル化 

1.1.2 貿易自由化と規制改革 

1.1.3 環境/持続可能な発展の側面 

1.1.4 労働/サプライ・チェーン/行動規範範囲 

1.1.5 CSR概念の原点と展開に関する結論 

1.2 社会的責任の重要な傾向と触媒 

1.3 用語 

1.4 定義 

1.4.1 共通要素 

1.4.2 国、地域および地方による違い 

1.4.3 合意された定義なしの意味 

1.5 社会的責任（SR）に分類される主題 

1.6 この他、SR の鍵となる概念 

1.6.1 利害関係者 

1.6.2 説明責任 

1.6.3 社会的責任活動のための“企業論理”あるいは根拠 

1.7 企業および／または他の組織への適用可能性 

1.7.1 暗黙の含意 

1.7.2 企業か全組織か、というSR デリベラブルの性質

に関する問題を解決することの効果 

1.8 社会の関心および期待 

1.8.1 組織のSR 活動を保証することは社会の利益に合致する 

1.8.2 組織が自身の社会的責任を定義できる範囲 

1.8.3 政府が組織の社会的責任を規定できる範囲 

1.8.4 国以外の行為者が組織の社会的責任を規定できる範囲

1.8.5 地方、国、地域で社会的責任が規定される範囲

1.8.6 普遍的に当てはまる期待または規範が組織の社

会的責任を規定する範囲 

第２章 社会的責任の標準化に関連する諸問題 

 

2.1 SR及び標準化の分野 

2.1.1 社会的責任を定義する規格類 

2.1.2 特定問題に取り組む規格 

2.2 国際的SR 規格は必要か？ 

2.2.1 標準化政策の展望 

2.2.2 公共政策展望 

2.2.3 サマリー：国際的SR 規格の必要性を評価する仕組み 

2.2.4 SR 規格の不必要な増大はあるか？ 

2.3.1 指針または要求事項の性質 

2.3.2 イニシアティブの焦点 

2.3.3 イニシアティブの目的 

2.3.4 まとめ：諸種SR イニシアティブ 

2.4 国際的SR 標準化の利益 

2.4.1 SR 要求事項を作成する役割をすべての国に与えること 

2.4.2 すべての組織にとって同じ水準の活動の場を創設すること 

2.4.3 取引コストを低減し、コミュニケーションおよび

／または貿易を容易にする 

2.5 国際的SR 標準化のコスト 

2.6 国際的SR 標準化のコストおよび利益に関する検討 

2.7 国際的SR 標準化は実施可能か 

2.7.1 SR の一般的定義 

2.7.2 特定目的 

2.7.3 パフォーマンス要求事項の統合 

2.7.4 柔軟性および一貫性間のバランス 

2.7.5 第三者認証の検証および代替 

2.7.6 社会的責任のある行動への経済的圧力およびｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ 

2.8 既存のSR イニシアティブからの証拠 

2.8.1 範囲と目的 

2.8.2 有効性 

2.9 どのようなタイプの国際規格が必要か？ 
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1.8.7 多様な期待／規範と社会的責任の関係 

1.9 自主的活動vs.法的に義務づけられた活動 

1.9.1 社会的責任は組織の自主的活動／参加だけに関

するものか 

1.9.2 社会的責任活動／参加と法定義務の関係 

1.9.3 社会的責任と制度上／法的枠組みの関係 

1.9.4 純粋に民間 SR イニシアティブ／活動と法的／

制度上の枠組みに従って行われる SR イニシア

ティブ／活動との関係 

1.9.5 SR デリベラブルの適用範囲に関する法定／非法

定SR 論議の解決の影響 

1.9.6 社会はどのようにして企業または組織の SR 活動が社

会の利益と一致することを確保するのか？ 

1.10 社会的責任と発展の関係 

 

2.9.1 SR 国際規格では何を標準化すべきか？ 

2.9.2 社会的、環境的および経済的問題の単一規格への統合 

2.9.3 法的あるいは他の要件のSR 国際規格への統合 

2.9.4 プロセスまたはパフォーマンスの国際標準化 

2.9.5 国際規格におけるパフォーマンス要件の扱い 

2.9.6 SR 規格と適合性の評価 

2.9.7 部門レベルでのSR 規格の適用 

2.9.8 どのレベルでSR 規格を適用すべきか？ 

 

第３章 SR 分野の作業を行うISO の能力 

 

3.1 ISO は信頼性のある SR デリベラブル（”配布物”）

を作成する能力があるか？ 

3.2 ISO がSR 分野の作業を引き受けるのに必要な専門技術の範囲

3.3 SR デリベラブルのためのISO の規格設定プロセスの信頼性 

3.4 ISO はSR 作成プロセスにおいて他の機関に関与すべきか？ 

3.5 ISO は他の機関のSR イニシアティブ作成とどのよう

に関わるべきか？ 

3.6 ISO のSR の論点に関するパフォーマンス要件を作成する能力

3.7 ISO の部門向けの SR デリベラブルと問題点別の SR 

デリベラブルを調達する能力 
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2.3 ストックホルムカンファレンス 

国際カンファレンスの開催は2003年7月にAGが外部関係者からISOにおけるSRの国際標準化に対

する意見を聴取するためにTMBに提案し承認されたものである12。様々な利害関係者が参加できるよ

う、145 のISO加盟団体全てに政府、産業界、NGO、消費者、労働等の分野から 大 8 名の参加を認

め、約40機関の関連国際機関も招待された。 

 

カンファレンスは2004年6月21日、22日にスウェーデン・ストックホルムにて開催された。66

カ国（途上国33カ国）から355名が参加した。出席者の内訳は産業界（27%）、NGO(14%)、消費者（7%）、

労働（3%）、政府（11%）、標準化機関（20%）・その他（18%）であった。なお、前週に同地にてスウ

ェーデン規格協会（SIS：Swedish Standard Institute）とスウェーデン国際開発庁（SIDA：Swedish 

International Development Cooperation）による途上国からの参加者を対象としたプレ会合を開催

し（30名：24カ国参加）、カンファレンスで途上国が意見を十分に主張できるよう事前準備が行わ

れた。 

 

ビクトリア王女によって開会宣言がなされたが、王位継承権を有する彼女の参加は王自らが参加

につぐ位置付けとの事であり本カンファレンスに対するスウェーデンの国を挙げての取り組み姿勢

は参加者から印象的と評された。 

 

カンファレンスプログラムは、初日は 国連グローバルコンパクトから基調演説、IKEA（スウェ

ーデン家具製造業者）からプレゼンテーション、続いてカテゴリー別の代表者と全体議論、SR諮問

委員会の勧告事項等について全体議論、SR諮問委員会委員から提示された主要事項について小グル

ープに別れて議論。そして2日目が、5つのカテゴリー別（産業界、労働、NGO、消費者、政府）の

セッションとその報告、全体議論、まとめという構成で進められた。 

 

初日にメキシコの AG メンバーからプレ会合による途上国が合意した内容がメキシコのカルデナ

スからプレゼンテーションされたが、Specification Standard（Shall 規定が包含される規格。第

三者認証のベース）への可能性を否定するなとの声明（without closing a possibility…）が含

まれていた。またISOは他の国際機関と比べて途上国が参加しやすい組織との言及もあった。これ

は後に第三者認証を否定する産業界及びISOの手続きに対して懸念するNGOの動きに対して一定の

牽制になったと思われる。 

                                                               
12 TMB Resolution 59/2003 
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2日目の産業界のブレークアウトにて、「ISOはSRを国際標準化すべき」との司会者の問いに反対

したのは、日本から参加した経団連のみであった。残る出席者は賛成であり、あるべき規格の姿に

ついて前向きに議論が進められた。結果としては、ISOがSRの国際標準化を進めることは（ほぼ）

全会一致による賛同であった。 

 

なお、カンファレンスの参加者の間では、途上国が第三者認証を否定しない理由について1) CAB

からのプレッシャー、2) 認証を取ってしまう方がSR履行を証明するのに容易、と推測されていた。

また産業界が今回ISO支持を打ち出した理由は1) 現実問題としてSRについての規制化には対応し

なければならない、2) その一方でILO、OECDでは産業界の意見が通りづらい、との2点から消去法

として残ったISOをとったのか、と推測されていた。 

 

6月23日の午前中にAGとTMBの会合、午後からはTMBとAG議長の会合を持ちカンファレンスの結果

についてレビューを行い、TMBでは続く24、25日と両日の会合を経て今後のSR検討の進め方等につ

いて決議した13。 

 

TMB決議を以下に掲載する。 

 

TMB は、報告書と提案書について社会的責任諮問グループ（AG ）に感謝し、ストックホルムでの

SR 会議の成功に貢献したMr. Dan Gagnier と同AG のメンバーにさらに感謝し、同会議を主催し

たSIS （スウェーデン）に感謝の意を表した。 

 

SR 分野のISO 活動について同AG によって明記された前提条件と、それらが包括的方針の構成要

素となることに留意し、TMB は、 

• SR は、かつてISOで扱ってきたテーマ・課題とは質的に異なるテーマ・課題を多く含んで

いることを認識する 

• 社会的な責務または期待を定める政府と政府間機関の役割を認識する 

• 世界的な政府間機関（国連世界人権宣言、国際労働会議、ILOによって採択された他の政

策手段、関連する国連の会議など）によって採択された政策手段を認識し、 

• また、SR 分野では民間の任意のイニシアティブの範囲があることも認識する 

                                                               
13 TMB resolution 45/2004 
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• 政治的プロセスを通してのみ解決できる課題を扱うことを避けるため、ISOのSR活動範囲

を狭める必要があることに同意する 

• SR 分野におけるISO とILOの協力を調整するため、ILO との協定の策定を支持する 

• 同テーマの複雑さと急速な進展により、実質的な社会的責任コミットメントを調和させる

ことは可能ではないことを認識する 

• 全領域の利害関係者による有意義な参加を確保する必要がある場合には、ISOのプロセス

を調整することを確保することに合意する14 

 

適合性評価を目的とした明細文書ではなく、専門家でない人々が理解しやすく使いやすい

平易な言葉で書かれたガイダンス文書が必要であるという同AG の勧告を同会議で確認した

ことを認識し、同会議では、この作業が直ちに実施されるべきで、実現可能性のさらなる調

査は必要ないことが示されたことをさらに認識し、そのガイダンス文書には、同AG によって

特定された要素と、同会議の中で特定された他の要素を含めるべきだと合意した。 

ISOのSR 活動について開発途上国での意識を高め、開発途上国の同作業への有意義な参加

を確保するために、ISOとそのメンバーによって特別な取り組みがなされるべきことに同意し、

多くの開発途上国による同SR 会議への参加を手助けしたスウェーデン国際開発庁（SIDA）に

感謝を表した。 

限られた資源の中で、開発途上国、NGO 、消費者、その他の団体からの専門家によるISO/SR

作業への参加を容易にするための維持可能なメカニズムが設置されることを勧告し、先進国

と開発途上国のツウィニング 形式でのリーダーシップの下で同作業が実施されることにさ

らに合意した。 

利害関係者の参加と関与を資金調達を含めて具体的に扱うための、リーダーシップポスト

を設けることを勧告し、同作業を既存のTC に割り当てない勧告を受け入れ、作業は革新的な

方法で実施する必要があるがISOの基本方針と整合させること、暫定的なデリバラブルでなく

てガイダンスを用意する国際規格の作成を目的とすることを決定した。 

利害関係者の各カテゴリーから専門家を指名することがISO会員団体（MB）に要求され、興

味を持っている国際機関及び広範な支持基盤を持つ地域機関はD リエゾンの仕組み（作業グ

ループ:WGまたはプロジェクトチーム:PTに対して技術的貢献が可能な組織がISO/IECのWG/PT

                                                               

14 ISOに対して加盟団体と同じ立場を望む一部のNGOから、「to ensure that ISO processes are adjusted where 

necessary…」では不足との指摘あり。 
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の活動に参加できる仕組み）によって専門家を指名できる、TMB の責務に直属するWG におい

て同作業が行われることをさらに決定した。 

同WGのツウィニング15形式でのリーダーシップと幹事国の候補を2004 年8 月15 日までに

提出するようISO メンバーに要求し、以下を目的としたTMB タスクフォースを設立する： 

• 同AG の勧告に含まれたすべての項目と同会議での検討事項を網羅した作業範囲とともに、

ガイダンスを用意する国際規格の新作業項目提案を策定する 

• 同WG 作業の公開性と透明性を確保するための適切なメカニズムを含んだ同WGの委任事項

と運営詳細を策定する 

• 2004 年9 月のTMB 会議に間に合うように、その提案書をTMB に提出する 

 

SR 分野における実施例を普及させる手段として、ISO がウェブサイトを開設するという提案を

検討することをさらに合意し16、AGはそのタスクを完了したことを考慮し、解散する。 

 

なお、TMB の直轄に WG を設けることとした理由は、SR の議論を進めるに当たってこれまで ISO

の規格開発に参加してこなかったNGO等を関与させる必要があるものの、TCでは新しい作業方法を

採り入れるにはISO/IEC作業指針の改正を要するためである。ただし、将来必要に応じてTCになる

可能性は存在している。 

 

日本では7月2日にISO/SRカンファレンス会議報告会が開催され約200名が参加した。報告会で

はカンファレンス出席者及び ISO 関係者から、これまでの経緯、6 名の日本代表からの報告、TMB

の決議について説明がなされた後にパネルディスカッションで質疑応答がなされた。総合司会であ

る松本・一橋大教授から、全般を通じての共通事項として、1) 途上国やNGOとの対話、理解の必要、

2) サプライチェーンマネジメントという視点の重要性、3) 規格作成への積極的関与、の3点が挙

げられた。 

 

2.4 WGの設置及びNWIP 

WGのリーダーシップの候補者をISOメンバーに募集した結果、ブラジル／スウェーデン、ドイツ／

                                                               
15 途上国のISOの活動への参画を容易にするよう、特定の先進国と共同で特定の委員会/WGに対応するシステ

ム。この場合は先進国と途上国で構成されるチームによるリーダーシップ形成を意味する。 

16 Websiteでの企業のSR履行に係る情報交換はカンファレンスにおける産業界からの意見に基づくものである

が、一部の参加者から一方的に進んでいる企業のやり方を押しつけられると危惧する懸念あり。 
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コロンビア／韓国17、デンマーク／タンザニア、日本／タイの4組が投票された。9月13-14日に行

われたTMB会合において検討された結果、ブラジル／スウェーデンにリーダーシップの責務を割り当

てると決議した18。 

 

議長は、J．カジャゼイラ（スザノPulp：ブラジル）、副議長はC.ロゼンスコールド（Volvo：ス

ウェーデン）、事務局（Secretary）は、K.サンドバーク（SIS：スウェーデン）で、副事務局は E.

カンポス（ABNT:ブラジル）である。なお、副議長のロゼンスコールドは、特に途上国や資源が限ら

れた利害関係者からの参加を容易にするための、資金調達の使命を持つ財政援助と利害関係者の関

与をWGの中でリードすることを任命された。 

カジャゼイラ議長はISOのプレスリリース19で次のように語っている。 

 

「ISO の将来の SR ガイドライン規格は、政府、労働界、これまで ISO とのコンタクトが限られ

ていた非政府組織の様な利害関係者グループの大きな関心である。私たちは、作業の公開性や透

明性を含め、ISO の基本的原則を実施しながら、彼らと効果的に取り組むために、おそらく革新

的になる必要があるだろう。」 

 

「更に、ISO の作業は価値を付加するものであり、国連の世界人権宣言や、国際労働機関(ILO )

や他の国連条約の様な、社会的責任に関連する既存の国際政府合意を代替することを意図してい

ないことを強調する。」 

 

「ISO は、透明性を確保しコミュニケーションを促進する、国際的なコンセンサスに基づいた基

本的原則を開発することにより価値を付加することができ、SR 分野に関する意義のある比較をす

ることができる。」 

 

同プレスリリースでロゼンスコールド副議長は次のように語っている。 

 

「WG の中で、世界の社会的責任に関するエキスパートの大半と連携する努力をする。参加者が、

様々な専門分野、機関を代表し、多様な SR 利害関係者からのインプットが実質的な基礎を与え

                                                               
17 議長をドイツ／コロンビア、事務局をドイツ／韓国で共同作業する提案 
18 TMB Resolution 73/2004 
19 Ref947, ISO prepares to launch development of standard on social responsibility, 28 January 2005 
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てくれることを私たちは期待する。」 

 

「私たちは、世界中の組織が社会的責任に取り組みについて、制定し、実施し、維持し、改善す

る際に役立つ、グローバルに関連するガイド原則を開発することを熱望する。」 

 

TMBは6月の決議に基づき、WGリーダーの募集と同時進行して、関心あるTMB委員から成るタス

クフォースを設置しWGの委任事項の詳細、規格の範囲、作業手順等についての提案を含む新業務項

目提案（NWIP:New Item Work Proposal）の検討を行った。タスクフォースリーダーは日本の TMB

委員である若井博雄氏（財団法人日本規格協会）である。 

 

タスクフォースから提出されたNWIP20は9月のTMBで承認され10月7日付けでISO加盟団体の投票

にかけられることとなった。（投票期限は3ヵ月間21）。NWIP及び補足資料の内容を以降で紹介する。 

 

提案されたプロジェクトの適用範囲（Scope of the proposed project） 

1. 規格の適用範囲 

規格は次の事項を実施することが望ましい。 

 文化、社会、環境及び法規制の差異、並びに経済発展状況を尊重し、組織における SR

の実施を支援する。 

 次に示す実用的な指針を提供する。 

- SR の運用 

- 利害関係者の特定と関与 

- SR に関する報告と宣言に関する信頼性の向上 

 パフォーマンス結果と改善の強化 

 顧客及びその他の利害関係者に対する組織の信用と満足の向上 

 既存の文書、国際規約・条約及び既存のISO規格との整合性確保 

 組織のSRに関して政府の権限を弱めるものとしない。 

 SRの分野における共通用語使用の奨励 

 SRの認識を広げる。 

 

                                                               
20 www.iso.org/srでダウンロード可能。 
21 TMBの直轄WGの運営に係る手続き規定は存在しない。投票ルール等はISO/IEC Directive Part 1で定められ

たTCの手続きに準じて行った。本文36ページ参照。 
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2. 規格の内容  

規格は、専門家以外にも読みやすく、かつ、理解しやすいものであり、規格の仕様書(design 

specification)には、次の事項を 低限カバーすることが望ましい。 

 目次 

 規格の主要要素の明確化 

 規格の適用範囲 

 規格の定義、及び／又は概念 

 

規格の仕様書を作成する時に、次の事項を考慮すべき 

 ISO/TMB のAGの作成した報告書において提起された課題 

 TMB 決議で提起された課題 

 SR ストックホルム会議で提起された課題 

 既存のSR 要求事項及び他の関連要求文書で提起された課題 

 その他、次に示す事項 

a) 地域格差（文化、習慣の尊重、経済発展状況の格差認識） 

b) パフォーマンス評価 

c) 規格開発上の解決すべき問題点の明確化 

d) 規格発行後のフォローアップ（普及啓蒙システム、支援ツール、Web の活用な

ど）：ISO自身のSR 

 

支援ツールとしての追加的ISO文書はISO/TMBによって承認された後にのみ開発しなければ

ならない。 

 

3. 規格の適用 

規格は、（組織の規模、所在地、活動・製品の種類、組織が活動する地域における文化、社会、

環境に関わらず）全ての種類の組織に適用できることが望ましい。 

 

4. 規格の種類 

文書はISOにおけるガイダンス文書（指針文書）であり、かつ第三者認証を目的とはしない。 

 

次の表現(wording)が適切である：“この国際規格は、利害関係者とのコミュニケーションを

考慮し、組織がSRシステムを構築することを可能にするためのガイダンスを提供するもので
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ある。この規格は、認証、法規制、契約を目的とするものではない。” 

 

この規格では文書全体を通して、“should （～が望ましい）”を使用する22。 

開発する規格は一つでなければならない。 

開発する文書は暫定的な文書（例えばIWA 、PAS23）としてはいけない。 

 

規格開発の目的と妥当性（Purpose and Justification) 

a) 規格化に関する目的とその理由 

SRに関する概念、SRの規格化、ISOにおける規格開発能力に関する詳細情報は、ISO/TMBのSR に

関する高等諮問委員会の作成した報告書に総括的に網羅されている。AGの勧告では、作業スコ

ープと文書の種類のほか、前提条件に関するアドバイスをしている。その結果、2004 年6月に

開催されたSRに関するISO国際会議では、幅広い利害関係者が、SRに関する指針文書の必要性を

表明した。 

 

この提案された規格の目的とするところは、次の事項である。 

 組織におけるSR のフレームを構築し、実施し、維持し、改善するための支援となる。 

 組織が、従業員を含む全ての利害関係者の効果的な参画を通じて、組織のSRを果たして

いることを実証することを支援するものであり、利害関係者の参画は、利害関係者の信

頼と満足を高めるものである。 

 組織の義務において信頼のあるコミュニケーションを容易にし、かつSR に関するパフ

ォーマンスを容易にする。 

 組織の大いなる透明性、公平性を促進し維持する。 

 

規格は法規制、習慣、文化、環境、経済発展に関する多様な状況を考慮し、尊重しつつ、組

織の持続的発展のためのツールとなりうるものとする。 

 

b) 規格の開発によって便益又は影響を受ける主たる関係者 

産業界、政府、労働、消費者、NGO、一般（その他） 

 

                                                               
22第三者認証の場合には、“shall （～しなければならない）”を使用。 
23 IWA(International Workshop)及びPAS（Publicly Available Specification）、いずれも規格（International 

Standard）と比べて低いコンセンサスレベルで作成されるISOの出版物。 
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c) 活動の可能性 

ISO/WGにおいて追加検討すべき規格開発に影響する事項は次のとおり； 

 全ての規模、業種へのISO規格の適用性（地域の中小企業から多国籍企業までの規格の

適用可能性） 

 SR事項に関する定量的評価の制限 

 法規制要求事項、習慣・文化の格差、自然環境、経済発展に関する地域格差 

 SRに関する産業分野別規格の乱立の抑制 

 パフォーマンスの改善を目的としているが、プロセスとパフォーマンスの双方を網羅す

る。 

 ISOは任意分野におけるSR を見極めるべきとの指摘は有効でないかもしれない。(法制

事項は国際政府機関所掌) 

 

d) 規格開発のタイムライン24

増え続けるSRイニシアチブによって引き起こされる市場の混乱を考慮すると、ISO規格は、ISO 

“ブランド”の知識と良い経験を持っている組織に対して、SRコミットメントの運用を促進で

きる。この文書は現在のイニシアティブ、協定、ツールと同様に、この分野における将来の開

発物も支援するに足りる柔軟性を有していることが望ましい。また、組織がSRをどのように宣

言するかについて組織内の創造性を阻害しないような方法で記述することが望ましい。 

 

e) 活動の緊急性 

規格開発の必要性は2004年6月にストックホルムで開催されたISO会議において、出席した利

害関係者によって表明されたように緊急を要する。この国際規格の発行目標期限はWG で決定さ

れるものであるが、3年以内とすることが望ましい（通常の規格の開発期間との一致）。 

 

f) 規格の運用によって期待される便益 

規格には次のことが期待される。 

 持続的発展に寄与する組織のSR に関する枠組の構築、実施、維持、改善 

 従業員を含む全ての利害関係者から組織の信頼と満足の向上への寄与 

 幅広い利害関係者によって承認された唯一の規格の開発によるSR の重要性の認識の向

                                                               
24 タスクフォース内の議論の過程で「規格開発のタイムライン」の小見出しに相応しい記述ではないと異議

が唱えられたが、本記述は（場所は別として）必要であること、e)で３年以内と提案していることから現行

の記述で合意された。 
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上 

 国連で同意された一連の世界共通法則である国連条約や、グローバルコンパクトと、特

に世界人権宣言、国際労働機構(ILO)による労働の基本的原則及び労働における権利の

ILO 宣言、環境と開発に関するリオ宣言、不正に対する国連条約を含む国連宣言の一層

の認識と遵守の促進 

 貿易の自由化の促進と貿易の障害の撤廃（自由かつ公正な貿易の実現） 

 既存のSR関連規格及び要求事項との一貫性確保と対立の回避 

 

 

他の国際機関の活動との関係 

SR に関する ISO/TMB/SAG の報告書及び勧告及び6月 21 日、22 日に開催されたSRに関する

ISO国際会議の結果、決議されたISO/TMB決議(35/2004)では以下のとおり述べられている。 

ISO/TMBは 

 社会的義務又は期待を定める政府、国際政府機関の役割を認識する 

 国際政府機関によって採択された協定（例えば、国連の世界人権宣言、国際労働協定、

国際労働機関（ILO）によって採択された国際労働条約、関連する国連協定）を認識し、

またSRの分野における私的な任意のイニシアチブにも余地があることを認識する。 

 SRに関する事項であっても、政治的プロセスでのみ解決される事項には言及することを

避け、ISOの活動範囲を限定すべきであることを認識する。 

 案件の複雑性、迅速な変化のため、実質的なSRコミットメントと同調させることは実現

的ではないことを認識する。 

 

したがって、SR 規格類、基準、指針、ツールを開発又は開発している他の機関の活動を考

慮することが必要である。国連のグローバルコンパクト、国際労働機関（ILO）、経済開発協力

機構（OECD）、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、国連環境計画（UNEP）のような他の国際

政府機関が、既に又は現在国際規格を開発しているという事実より、これらの国際政府機関を

規格開発プロセスに含むことが必要である。グローバルリポーティングイニシアチブ（GRI）、

森林管理協議会（FSC）、公正労働協会（FLA）のような広範な既存の国際的な非政府機関のSR 

イニシアチブを尊重して、これらの機関の開発した文書がISOにおける文書によって影響を受

けることを考慮する必要がある。これらのイニシアチブは、ISOの規格開発に有用な専門知識

を保有している。 終的に、ISO の SR 文書は、これらの既存のイニシアチブと両立性があり

又は補完すべきものであり、かつ付加価値を与えるものであることが望ましい。 
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なお、NWIPでは以下の関連機関をWGに招聘する提案をしている。 
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WGに招聘する関連機関25

Category 機関名 

Industry orgs  International Chamber of Commerce (ICC) 

 International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) 

 International Council of Chemical Associations (ICCA) 

 International Council on Mining and Metals 

 International Federation of Standards Users (IFAN) 

 International Organisation of Employers (IOE) 

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

 World Economic Forum 

Labour orgs  International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) 

 Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) 

Gov orgs  International Labour Organization (ILO) 

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 UNCSD 

 UNCTAD 

 UNDP 

 UNEP 

 UN Global Compact 

 UNHCR 

 World Bank 

 WTO 

 EC 

Consumer orgs  Consumer International  

                                                               
25 適切な国際機関であればリストにない機関にも参加を認めている方針であり、1月末現在8機関から要望が

提出されておりTMBに照会しているところ。本文36ページ参照。 
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NGOs  African Institute of Corporate Citizenship 

 Amnesty International 

 Centre for Corporate Social Responsibility 

 Human Rights Watch 

 International Institute for Environmental and Development (IIED) 

 International Institute for Sustainable Development (IISD) 

 International Social and Environmental Accreditation and Labelling 

(ISEAL) Alliance 

 IUCN- The world Conservation Union 

 WWF International 

Orgs with SR 

programme 

 Business for Social Responsibility (BSR) 

 Caux Round Table 

 Global Environmental Management Initiative (GEMI) 

 Global Reporting Initiative 

 Institute of Social and Ethical Accountability 

 Social Accountability International (SAI) 

 

WGの運営手順(概要)26

SR に関するTMB/AG の報告と勧告を考慮し、それらは2004 年 6月のISO/SR国際会議におい

て賛同されたものであるが、TMBはこの業務をTMBの責任のもとTMB直下のWGを設置して実施

することが 良であるとの決定を下した。このメカニズムは全ての利害関係者がWGに平等に参

画できることを可能にすることを確実にするのに も適した方法である。一方、一般に望まれ

る作業の成果はSRに関するガイダンスであることも認識された。このことは、国際規格に対す

る通常の作成プロセスを適用することを意味している。この概要の目的は、作業グループ及び

提案された国際規格の開発に関する汎用的作業手順を説明することである。 

 

2004年9月にジュネーブで開催された会議において、全てのISOメンバー機関に対して、WG

のツイニング形式(開発国と開発途上国)によるリーダーシップの申し出をしていたTMBは、ブ

ラジル(ABNT)とスウェーデン(SIS)に対して、その責任を割り当てたことを通達した。 

                                                               
26 本文書は2004年9月にTMBでNWIPを議論した際に、ISO加盟団体に対して説明資料を準備すべきとの指摘が

あり、10月にNWIPの添付資料として中央事務局が作成。 
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NWIP の承認のための通常のISO 手順に照らし合わせて、3ヵ月間の投票のために全てのISO

メンバー機関に対してNWIPを発行した。これは、新業務提案に対する通常の承認基準（投票国

の過半数の賛成、少なくとも5カ国の作業への積極的参加の表明）が適用される。同時に、利

害関係者のバランスを確保するために、メンバー機関には、6つの定義された利害関係者から1

名ずつ、 大6名のエキスパートを登録することが奨励されている。エキスパートを登録した

メンバー機関は、規格作成プロセス後の段階における投票を行うために、P メンバーとして登

録される。 

 

同時に、国際機関に、WGに参画するために 大2名のエキスパートをノミネートすることが

できる旨の案内をだす。このような機関は、ISO/IEC作業指針に定義されているように、この作

業グループに対するDリエゾンとして考慮される27。他の関心を持つ国際機関及び広域地域機関

はいつでもDリエゾンに申し込むことができ、ISO/IEC作業指針に基づき、TMBによってケースバ

イケースで検討されることになる。TMBの意図はWG内の各利害関係者の代表が、適切にバランス

よく参加することを確実にすることである。 

 

第1回WGの計画と開催は、ABNT-SISの責任となる。通常のISOの作業方法に拠ると、WGの

責任は、参加するエキスパートのコンセンサスに基づき、規格原案を作成することである。 

 

同時に、エキスパートを登録した各メンバー機関は国内委員会を設置し、かつこの国内委員

会は作業グループが作成した原案に関する国内ポジションを形成することが期待される。 終

目的は、WGでのコンセンサスの形成が国際規格原案に対するメンバー機関の投票によって正当

化されることである。したがって、WGへの参加者が個人資格としてWGに貢献し、国のポジショ

ンを代表することを期待するのではないが、WGの参加者は、WGにおいて提起された問題に関す

る国のポジションを心に留めておく必要はある。特に適切な時点で、作業グループは、委員会

原案（CD）を発行することにより、それに対してもとめた国レベルでのコンセンサスに対して、

WGはコンセンサスの妥当性を確認することが望ましい。このような場合、上記で言及したPメン

バーはCDに対して、投票をし、かつコメントを提出することが求められ、また、Dリエゾン機関

も同時に、その機関のコメントを提出することが求められる。 

 

                                                               
27 ISO/IEC作業指針Part1 1.17.2 
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いつコンセンサスに達するか、またDISに対する投票がうまくいくか可能性を判断するのは、

WGのリーダーである。この段階で、 終原案がDISとして発行するために中央事務局に提出され

る。通常の投票期間と承認基準はISO/IEC指針に規定されているものを適用する。 

 

ISO メンバー機関の投票の結果DISが承認されても、指針の中の規定ではDISに対して、リエ

ゾン機関からの十分な公式の支持を得ることが求められており、この特別なケースにおいても

指針を適応する。 

 

DIS投票結果が賛成であると仮定し、WGのリーダーシップは、受理したコメントを、コメント

の数と性格から、どのように取り扱うのが 良かを決定することが必要となる。しかし、これ

らをWG自らが検討することも必要となるであろう。この段階で意図することは、 終規格原案

(FDIS)のテキスト作成と、受理した全てのコメントの公表とコメントに対して行ったアクショ

ン(場合によっては、コメントを採用しなかった理由を付し)を含んだ報告書を作成することで

ある。 

 

DISに対して全会一致の賛成が得られた場合、文書は直接発行されることとなる。さもなけれ

ば、通常の通り、投票によってFDISは発行されることになり、FDIS発行時には、DISに対する投

票レポートをつけることとなる。ISO/IEC指針によると、この段階でも、再度リエゾン機関の充

分かつ正式な支持を求めるとともに、通常の承認基準が適用される。承認されると、編集上の

修正を施した後、このFDISは国際規格として発行される。これらの規格の全開発期間は36ヵ月

である。 

 

WGの運営要領細則 

1.WGの運営管理 

1.1 一 般 

社会的責任に関するWGは、効果的かつ効率的に運営管理されることが望ましい。WGはISO/TMB

に対して、ISO/IEC 指針の特別の修正、適用除外、免除を要求できる。このような適用除外、

免除は、WGでのコンセンサスが得られるた場合に限る。このような要求は、合理的な正当性が

なければならない。 

 

1.2 プロジェクトマネジメント 

WGはプロジェクトマネジメント方式を採用する。WG幹事は議長と相談し、規格発行目標期日に
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向けてのプロジェクトの進行状況の監視を含めて、全てのプロジェクトの運営管理に関する責

任を有する。 

 

1.3 資金調達 

WG は、ISO中央事務局との協議、及び他の適切な機関の参画を得て、WGへの開発途上国及び資

金が不足している関係者の参画を促進するために、WGの副議長を資金調達システムを確立する

責任者として任命することが望ましい。 

 

1.4 ツイニングのアレンジ 

WGレベル及び適用可能ならサブグループレベルの双方で、ツイニングによるリーダーシップ体

制のもとで実施することが望ましい。ツイニングは、開発途上国のパートナーへの資金援助と

同様にWG及びそのサブグループでのリーダーシップの実施補助を含む。 

 

1.5 会合 

WG は、WG 及びサブグループの会議スケジュールを決定する。WG 及びそのサブグループは会議

に参加する全てのメンバー（特に、開発途上国からのメンバー）の参加負担を軽減することを

考慮して、WG及びサブグループの会議スケジュールを調整しなければならない。WG及びサブグ

ループの会議に参加する全てのエキスパートの氏名とその所属（連絡先は除く）は文書化し、

公開されなければならない。 

 

1.6 公開性及び透明性のあるコミュニケーション 

WG は、ISOの内外の人々に対して、WGの活動の公開性、透明性を確実にするためのシステムを

策定することが望ましい。全てのWG文書は、（エキスパートを派遣したISOメンバー機関も含

める）WGのメンバーが入手できるものとする。WGは、公開する文書と公開の時期を決定するこ

とができる。DIS段階から、規格草案はISOの著作権に従うものとする。WG幹事は、WGのウェ

ブサイトの維持管理に対して責任を有する。WGはウェブサイトに掲載する文書の種類を決定す

るとともに、WGで作成している文書に対して、ISOが指定するコメント様式を用いて、一般の

人々にもコメントの提出機会を与えるディスカッションフォーラムを作ることを決定すること

ができる。この場合、ISO メンバー機関又は D リエゾン機関に、コメントを提出することが望

ましい。この WG のウェブサイトはその他に、SR に関するベストプラクティスに関する情報を

伝えるためにも用いられる。 
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WG事務局は、プロジェクトマネジメントの役割の一環として、他の適切な機関に対して、ウェ

ブサイトの維持管理業務を委託してもよい。WG事務局は、ウェブサイトが適切に管理されてい

るか、必要な改善箇所があるかを確認する責任がある。 

 

1.7 TMBへの報告 

WG は定期的にTMBに対してWGの活動を報告しなければならない。 

 

 

2. WGへの参加とそのメンバー構成 

2.1 一 般 

WG は、積極的な参加を希望する ISO メンバー機関からノミネートされたエキスパートと、

ISO/IEC の内部リエゾン委員会及び ISO 外部団体によるリエゾン（国際機関および広域地域機

関）によって構成される。ISOメンバー機関は、今後行われる投票を目的として、Pメンバーと

してみなされる。 

 

ISO メンバー機関又は外部リエゾンによって指名された各々のエキスパートは、そのエキスパ

ートが所属する利害関係者カテゴリーを代表しその個人能力に基づいて活動し、そのエキスパ

ートを指名した機関を公的に代表する必要はない。しかしながら、作業の進捗状況及び作業グ

ループにおける色々な意見をなるべく早い段階で情報として得るために、その指名した機関と

緊密に連絡をとることが望まれる。SRに関する経験と知識とを示したエキスパートのプロファ

イルは、エキスパートがノミネートされるときにWG事務局に提出されなければならない。特に

これらのプロファイルは、設置されるタスクグループにおいて必要とされる適切な知識と経験

があるかどうかを保証するために使用する。 

 

2.2 ISO メンバー機関 

WGの Pメンバーになることに興味を示したISOメンバー機関はWGに派遣する 大6名のエキ

スパートをノミネートすることができる。エキスパートは、各利害関係者（産業界、政府、消

費者、労働、NGO 、その他の関係者）からバランスよく選定されることを確実にすることが望

まれる。 

 

WGにエキスパートをノミネートするISOメンバー機関は、国内の全ての関係機関及び各利害関係

者のカテゴリーから、バランスよく選定され構成された国内委員会を設置することが望ましい。 
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2.3 内部リエゾン 

WGは、内部リエゾン(ISO委員会)を特定し、WGの活動に参加するよう求めることが望ましい。内

部リエゾンから構成される 大2名の代表者は、その委員会を代表しWGの活動に参加することが

でき、また、その代表者は個人的資格、個人の資質に基づいて参加しないことが望ましい。 

 

2.4 外部リエゾン（D-リエゾン） 

カテゴリーDリエゾンは、WGの活動に参加することを希望する関連国際機関又は広域地域機関に

対して開かれている。カテゴリーDの参加希望機関は、設立目的、活動及びISOにおけるSR 規格

開発への参加の必要性及び、ISOの作業に対して出来得る貢献を示す組織のプロフィールの提出

を準備する。カテゴリーDへの登録申請はTMB事務局に提出されることが望ましい。 

 

Dリエゾンとして承認された機関は、WGに2名の代表者をノミネートすることができる。 

 

2.5 オブザーバー及びメディア 

オブザーバーとして作業に参加することを希望するISOメンバー機関は、作業文書を受け取る

ことができ、かつコメントの提出及び会議への参加の権利を有する。 

 

WGはISO/IEC指針、第1部、附属書SO 、第9項に規定するISOメディアポリシーに従う。 

 

“･･･メディアが特定のISO委員会(会議)に関心を表明した場合には、会議場外で記者会見及び

ブリーフィングを実施するように、しかるべき手配を行うことが望ましい。” 

 

2.6 ISOスタッフ及びISO/TMBの関与 

TMBのメンバーはWGのオブザーバーとして、WG及びそのサブグループに自由に参加することがで

きる。 

ISO中央事務局は、ISOスタッフをWGの技術プログラムマネージャー（TPM）に任命しなければな

らない。 

このTPMは、WGの作業の監視と促進に対する責任を有し、必要に応じてISO/IEC指針に関する指

導を行う。 

 

3. スケジュール提案 

 43



WGはNWIPの承認から3年以内で、規格の発行日と規格開発における各段階の目標時期を設定する

ことが望ましい。 

 

WGにおける検討事項(TMBの提案) 

1. 規格の特徴 

 簡易性(専門家以外の人々でも、読みやすく、理解しやすいものとする。) 

• 規格開発及び／又は SR の専門家以外の人が理解でき、使用できるように、平易な言

葉で記述する。 

 SRの主要要素の特定 

• SRを実施するために組織が考慮すべき主な事項となる主要要素の明確化・特定 

• SRの共通理解（記述様式、定義、用語） 

• 規格で定義すべき用語の明確化 

• コミュニケーションプロセス及びパフォーマンス改善の方法 

• パフォーマンス向上のための指標の特定 

 既存のSR文書類との関係 

• 既存の SR 要求事項や環境及び品質要求事項のような他の要求事項との一貫性又は両

立性を確保すると同時に、規格の重複の回避を目指す。 

 

2. WGの構造 

WG の議論を通じて、国際規格に含まれる必要のある、多くの要素及び事項を明確にする。

規格開発を効果的に運営管理するために、WGは、サブグループを使って異なった要素及び事

項の原案を作成し、編集委員会によってそれらを一つの規格に纏め上げるモジュラー方式を

取ることが推奨される。 

 

1) 議長諮問グループ(アドバイザリーグループ) 

WG作業の調整、企画、運営に関するタスクや、アドバイス的性格を有した特別なタスク

について、議長及び事務局を補助する機能を有したグループを設置することができる。 

 

2) 編集委員会 

WG は、委員会原案（CD）、国際規格原案（DIS）、 終国際規格原案（FDIS）を含む文書

のレビューと編集を実施するため、また作成された文書類がISO/IEC 指針第2部に適合

していることを確実にするため、編集委員会を設置することが推奨される。 
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3) タスクグループ（アドホックグループ） 

実施される作業の効率向上を目的として、タスクグループをWGの下に設置することがで

きる。それぞれのタスクグループでは、タスクグループ毎に会議を運営管理することが

望ましい。 

タスクグループの構成は、WGが決定することが望ましい。 

WG議長によって指名されたタスクグループの議長は、補佐的業務をするための幹事を任

命することができる。 

個々のタスクグループは、ツイニングアレンジメントを採用することができる。 

全てのグループの構成は先進国と途上国のバランスを図ると同様に、適切な利害関係者

のバランスを図ることが望ましい。 

 

4) その他のグループ 

WGは、資金調達及び利害関係者の参画に対して責任を有する副議長を任命することが望

ましい。 

 

さらに、企業及び国際機関の上級経営層から構成され、WG の情報及び WG における検討

に有益な、SR に関するハイレベル又は全体的な動向及び方向性に関する展望を WG に提

供する、バーチャルなレビューグループを設置することができる。 

 

3. 資金調達 

TMBは次に示す自発的な資金調達システムを提案する。 

 世界銀行、UNDP、UNIDO のような国際機関及び他の資金提供機関から途上国への寄

付を割り当てる。 

 ISOメンバー機関が、政府及び他の機関に対して自発的な資金提供を推奨する。 

 ISO メンバー機関は、各組織において資源に限りのあるエキスパートに対して資金

援助を行うことが求められる。 

 スポンサーロゴの採用（会議パンフレット、サインにスポンサーロゴをつける等）

を認める。 

 

4. 第1回WGで検討し、決定すべき事項 

各段階において議論すべき項目を検討することは、議長及び事務局の責任であるが、2005 
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年の第 1 四半期に開催する第 1 回会議において、次の事項を検討し、決定することが WG

に求められる。 

• 規格の仕様書（提案された規格の内容の概要） 

• WGの委任事項 

• 関連するプロジェクト計画とともに、国際規格発行の目標期日の設定 

• WGの構造（TGの設置など） 

• 各TGへの作業の割り当て 

• ISO/IEC指針に基づく作業手順 

• TMB決議(35/2004)と、AGの勧告と要求を満たす方法 

• Public interest の取扱い方。例えば、ISO の著作権を遵守した上での、ウェブ

サイトの活用。 

 

更に次の事項が望ましい。 

• WGメンバーに対して、WGメンバーの役割・責任についての情報を提供すること 

• ISO（ISO原則及びコンセンサスベースの作業方法）に関する基本的情報を提供す

ること 

 

2005年1月7日までの投票の集計結果、1) 投票国の過半数の賛成、2) 少なくとも5カ国の作業

への積極的参加の表明28、が確認されたためNWIPは承認された。1月末までに提出された投票の内訳

は以下のとおりである。なお明らかに参加を希望している国29であっても投票に不備があるものは

不明としている（NWIPを承認した根拠としているため）。また、投票しなくても参加を表明する国30

もあり、32ヵ国との数字はあくまでもNWIPの承認した数字で、実際に参加する国数ではない。 

                                                               
28 ISO/IEC作業指針Part1 2.3.5．本文36参照 
29 デンマーク、中国、ロシアは参加意思を表明しているが、投票用紙に記載していないため不明としている。 
30 少なくともメキシコは参加する予定。 
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投票結果 

参加 

 

25 

 

オーストリア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、エ

クアドル、フランス、ドイツ、イラン、アイルランド、イ

スラエル、日本、マレーシア、モロッコ、ノルウェー、ポ

ーランド、シンガポール、南アフリカ共和国、スペイン、

スウェーデン、スイス、タイ、英国、米国、ベネズエラ 

不参加 １ ハンガリー  

賛成 

29 

不明 3 コスタリカ、フィリピン、ロシア 

参加 3 インド、イタリア、オランダ 反対 

4 不参加 1 フィンランド 

不明 

4 

参加 4 アルゼンチン、中国、デンマーク、ケニヤ 

 

なお、反対を表明した4カ国はそれぞれ、フィンランド：SRは標準化できるほど熟成されていな

いテーマ、インド：時間がなくて結論が出せない、イタリア：規格ではなくTRとすべき、オランダ：

SR実施に当たって付加価値がない、ことを理由としている。 

 

またコレスポンデント・メンバー31であってもオブザーバー参加を認めることとしており、現在

までセネガル、パプアニューギニア、アルバニアが参加意思を表明している。 

 

投票に添えられたコメントは、今後の検討課題として扱われる予定である。 

 

2.5 サルバドール会合 

WGの第 1回会合はブラジル・サルバドール32で 2005 年 3 月 7-11 日に開催が予定されている。資

料は1月20日付けで登録されたエキスパートに配布されている。初日は全体としてシーンセッティ

ングから始まり、2日目及び3日目には1) WGの委任事項及び構造、2) 規格の仕様、3) WGの手続き、

と3つのアドホックグループに別れて議論をする予定。特に1) 及び2) のグループにおいては、事

務局から提案されたサブグループ（TG：Task Group）、規格の骨子について検討することになってお

                                                               
31 ISOの規格開発に積極的には参画できる資格を有していないものの関連情報が与えられる参加国。 
32 於Bahia Othon Palace Hotel 
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り、この結果に基づいて参加者は4日目にはTGに分かれて議論を行い、 終日にはその報告がなさ

れる予定となっている。 

 

事務局提案によるWGの構造は以下のとおり。 

 

W G
Chairman: JC
Vice-chair: CM
Secretary: KS
Co-secretary: ES

Editing

Com-
mittee

Coord.:

Secretary:

TG 3 – Introduction; Scope; 
Norm. references; Term s/definitions

(Clause 0-3)
Conv.:
Secretary:

CAG
Conv.:JC
Secretary:

TG 2 -
Communication
Conv.:
Secretary:

TG 4 - SR Principles 
(C lause 4)
Conv.: 
Secretary:

TG 1 – Funding and 
Stakeholder Engagement 
Convenor: CM
Secretary: DEVCO

Strategic Groups Standard Setting Task Groups

TG 5 – Establishing the SR Framework
(Clause 5)
Conv.:
Secretary:

TG 6 - Handling SR
within the organisation 

(C lause 6)
Conv.:
Secretary:

TG 7 – SR Communication 
(Clause 7)
Conv.:
Secretary:

 

TGは戦略グループと規格開発グループに分かれる。戦略グループであるTG1はISO/DEVCOと共同で

より多くの利害関係者、特に途上国が参加できるようリソースについて検討し、TG2 はWGの成果を

外部に発信するツール（パンフレット等）を開発することとなっている。規格開発グループにおい

ては、規格を構成する項目別（現在は、SR原則、SRフレームワークの設立、組織におけるSR実施、

SRコミニケーションの 4 項目）に設置され33、それぞれ個別の項目について規格開発を行うことと

なっている。TG１34を除き各ＴＧの議長、事務局は空席でありWG参加を希望している国・関連機関

から希望者を募っているところである35。 

                                                               
33 現在ＴＧ７（規格開発グループとしては４ＴＧ）とされているのは、規格骨子案のサブスタンスに係る項

目が４項目であるため。２日目、３日目で合意された項目数に応じてＴＧの数は変動する。 
34 TG1議長はﾛｾﾞﾝｽｺｰﾙﾄﾞWG副議長、事務局はB.ｶｼﾞｬｾﾞｲﾗ ISO中央事務局DEVT部長。 
35 募集締め切りは２月18日。1月末現在でｶﾅﾀﾞ、日本（TG2）、デンマーク（TG2）、UNIDO（TG3-7）がＴGリー

ダーを希望していることが確認されている。また各国は登録されたエキスパートではなく、ＴＧリーダーの
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CAGにはWG議長にWG運営に当たって助言することが求められる。構成はWG議長及び事務局、各利害

関係者から 大2名の代表、（性別、地域等を考慮した場合）その他の者となる。利害関係者からの

代表を選定させるべく 3 日目の夜にカテゴリー別の会合の機会が設けられる36。編集委員会は各TG

から提出された規格案の編集作業を使命とする。 

 

途上国からの参加者を支援するため、ISO中央事務局はSIDAの協力を得て3月4-6日に同地でセ

ミナーの開催を予定している。サルバドール会合からは、TG1での協力体制に係る議論を踏まえて、

支援を継続していくことを計画している。 

 

現在のスケジュール案では会合は5回（2005年 3月、10月、2006年 3月、9月、2007年 2月）

開催を予定しており37 、2006 年 3 月にCD(Committee Draft)､2007 年１月にはDIS（Draft 

International Standard）と規格の完成度をあげていき2008年1月には出版物として刊行されるこ

ととなっている。 

                                                                                                                                                                                                   
ために参加者を追加してもよいことが2005年2月のＴＭＢで決議された。（ＴＭＢ Resolution 2/2005） 
36 WGの公式行事には含まれない。 
37 2005年10月の会合は開催地が未定（京都が困難なため）。2006年3月の会合はデンマーク・コペンハーゲ

ンが予定されている。 
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経緯年表 

2001年4月 ISO理事会でCSR規格作成の検討をISO/COPOLCOに要請。 

2001年5月 ISO/COPOLCO総会（ノルウェー）で理事会の要請を承認。 

・CSR検討のための作業グループ設置。 

2002年6月 ISO/COPOLCO作業グループ報告書（トリニダードトバゴ） 

・ISOにおける規格化検討の必要性を答申。 

2002年9月 ISO/TMBにAGを設置、CSRの規格化を検討。 

2003年1月 AG会合（トロント） 

2003年2月 AG会合（ジュネーブ） 

・用語をSRに統一 

2003年７月 AG会合（サンパウロ） 

・国際カンファレンス開催の勧告。 

2003年9月 ISO/TMB会議（ブエノスアイレス） 

・国際カンファレンス開催の決定。 

2004年1月 AG会合（ミュンヘン） 

2004年4月 AG会合（シカゴ） 

・勧告及び報告書の完成、ISO/TMBに提出。 

2004年6月21-22日 国際カンファレンス(ストックホルム) 

2004年6月24-25日 ISO/TMB会議（ストックホルム） 

・国際標準化の検討の決定。 

2004年9月3日 各国WGリーダーシップの登録。 

2004年9月13-14日 ISO/TMB会議（ジュネーブ） 

・NWIPの承認。 

・スウェーデン・ブラジルへのリーダーシップ任命。 

2004年10月7日 NWIPの送付。 

2005年1月7日 NWIPの承認。 

2005年3月7-11日 第１回WG会合（サルバドール）開催予定。 

 50



 

第２部 環境分野における標準化の動向  

－エネルギー使用製品のエコデザインに関する枠組み指令（EuP指令）と、それに関する動向－ 

 

1．EuPプログラム及びエコデザインとは 

1.1 定義 

EuPとはEnergy-using Products（エネルギー消費機器）の略語である。EuPの本質的な定義は、「意

図された作業を行うためにエネルギー（電力、化石燃料及び再生可能エネルギー）を投入する必要の

ある製品」とされている。この定義から、EuP という用語の対象のうち も重要なサブ・カテゴリー

は電気製品であることがわかる。過去においては、当該製品範囲を表すために他の名称

（EEE(electrical and electronic equipment)、EuE(end-use equipment)等）も用いられていたが、

現在ではそれらの用語は用いられておらず、「EuP」が使用されている。 

 

EuPプログラムは、上記製品に対し、エコデザイン基準の適用を要求するとみられている。 

 

「エコデザイン」とは、「EuP の環境面の性能をそのライフサイクルを通じて改善することを目的として、

環境側面を統合した製品設計」と定義されている。 

 

1.2 背景 

EuP指令の提案は2003年に公表され、その内容は、以下の目的を達成するために、エコデザインに

関する要求事項を扱うための包括的かつ一貫性のある法的枠組みを構築するというものであった。 

EU 域内におけるエネルギー使用機器の自由な移動の確保 

・ 当該製品の環境面における性能の全面的な改善及びそれによる環境保護への貢献 

・ エネルギー供給保障への貢献及びEU経済の競争力の強化 

 

この目的は、現在では全面的に変更され全く新しいものとなっているが、当初からの政策枠組みの

中には収まっている。特に、当該指令は、京都議定書により課せられた、温室効果ガスのEUの排出削

減目標の達成に大きく貢献することが目的とされている。 

 

しかし、京都議定書との関係は、単に政策的な連携のみではない。EuP指令の対象製品については、

環境面でのダメージの削減を目的として、他にも多くのプログラムが存在している。環境にやさしい

設計、ライフサイクル環境性能及びエネルギー使用効率性はいずれもEU政策における確立した目標で
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ある。 

 

当該プログラムの枠内にある主な政策は以下のとおりである。 

・ 欧州気候変動プログラム（ECCP） 

・ 統合製品（IPP）プログラム 

・ エネルギー管理プログラム（エネルギー消費量制限及びエネルギー消費表示を含む。） 

・ 環境・エネルギー分野における任意のラベリング及び監査プログラム（EU のエコラベル制度、

エナジー・スター制度、EMAS（環境マネジメント監査制度）等） 

・ 廃棄物管理プログラム（義務的なリサイクル又は回収目標を課し、リサイクル可能な材料の使

用について供給者に対し間接的にプレッシャーをかけているWEEE（廃電気電子機器）指令、包

装指令等） 

 

EuP プログラムは、これらのプログラムに取って代わることを目的とはしてはいないが、補強する

観点から一定レベルの調整を加えている。EuP プログラムのもとで新たな目標が設けられる際には、

これらの他のプログラム中の法的手段が尊重されるべきであることは明示的に認められている。 

 

CEマーキングプログラムも1つの背景になっている。EuP指令は1つのCEマーキング指令になるも

のと見られている。つまり、供給者は、個々の対象製品にCEマークを貼付することによって要求事項

への適合性を宣言しなければならない。また、このことは、指令の要求事項への見なし適合を与える

ため、整合性の取れた欧州規格が開発されるであろうことも意味している。 

 

1.3 目標及び内容 

現在検討中の指令条文案は、上述の背景に対し、政策を実施するための枠組みを確立することを目

的としており、枠組み指令と呼ばれている。これは、具体的な実施対策指令を採択する前の準備段階

と位置づけられる。 

 

当該枠組み指令の本質的な目標及び対象範囲はとても広範である。上述のエコデザインの概念はそ

の典型であり、当該枠組みは、エコデザインの要求事項を規定するための方法論、及び、並行して個々

のケースにおける要求事項のレベルを特定するための方法論について定義している。この方法論は、

製品設計、原材料及び部品の使用、製造工程、運転性能又は廃棄を含むものとみられている。 

 

しかしながら、各種説明資料における多くの欧州委員会の明示的な声明によれば、広範な枠組みの

 52



中でも、エネルギー消費量の削減という目標が明確に優先されており、より具体的には、電気製品に

おけるエネルギー消費量の削減に重点が置かれている。またそれらの目標は、EuP 指令の作成及び管

理のためのマネジメント機構によりその達成がサポートされる（EuP 指令の管理は、環境総局ではな

く、エネルギー総局及び企業総局が合同で行うこととされている）。 

 

当該枠組みは、目標達成のための方策を、多数の異なる方策の中から選択することを認めている。

主な具体的方策は以下のとおりである。 

・ 強制力のある技術仕様の設定： エネルギー消費量の許容上限値等。 

・ 製品に関する情報提供及び文書化： 枠組み指令の附属書には、特定のケースにおいて規定し

てもよい各種情報が列挙されている。 

・ 産業界における自主的合意： 規制当局は、強制的な措置を提案する前にこれらに配慮するこ

とが要求されている。 

・ EUの既存のエコラベル制度： この制度は現在任意のものであり、今後もその予定である。し

かしながら、枠組み指令では、新たな EuP 要求事項の対象となっている製品に対し、エコラベ

ル制度の基準を満足するものについては、自動的に EuP 指令の要求事項を満足しているものと

みなされることが明確にされている。 

 

1.4 採択までの手順 

EuPに関する新たな規制制度は、1) 枠組みの承認、及び2) 詳細な実施措置の採択、という2段階

により構築される。 

 

枠組み指令は、現在条文を検討中である。指令の採択には、欧州委員会、欧州閣僚理事会及び欧州

議会という3つの EU 組織の承認が必要である。欧州委員会、及び欧州閣僚理事会を構成しているEU

各国政府は2004年末までに当該指令案を承認しているが、欧州議会による 終承認が残されており、

そのための議論はまだ行われていない。初期の議論においては、欧州議会は、他の2組織に対し、環

境面に関するより厳格な要求事項を採択するよう強く働きかけていたが、受け入れられなかった。欧

州議会が今回もその要求を繰り返すのかどうかは不明である。もしそうであれば、欧州議会は枠組み

指令の承認を阻止することも可能であり、その場合には、その後に続く実施段階のための指令も採択

は不可能となる。 

 

「枠組み指令」という用語は重要であるが、この場合潜在的に以下のような分かりにくい点がある。 

・ 「枠組み指令」は、単独では、承認後でさえ、直接的に要求事項を義務づけることはないが、
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その範囲内において実施措置を採択できるような、実施対策指令への委任の枠組みを強制的に

設ける予定である。 

・ しかしながら、分かりにくいのは、枠組み指令を設ける以前にすでに実施措置のいくつか（特

にエネルギー使用効率性を規制する指令）は採択されていると欧州委員会が述べている点であ

る。 

・ したがって、当該指令を通じて政策的枠組みを確立することは、規制分野を新規に開拓すると

いうものではなく、将来新たな実施措置の追加を容易にするための措置であると考えられる。 

 

新たな実施措置は、具体的な実施対策指令を通じて適用されることになる。その採択のための手順

については、欧州委員会が議論の過程において以下のように手順を変更したため、上記の枠組み指令

のものとは異なっている。 

・ 当初、欧州委員会は、実施対策指令は、承認された枠組み指令を尊重することを唯一の条件と

して、公の議論なしで欧州委員会により公布・施行すべきであると提案していた。当該手順の

可能性については、枠組み指令の対象が広範であることもあり、当該分野の経営者にとって大

きな関心事となった。 

・ しかしながら 新の指令案では、公的な協議が必須とされ、特に当初の指令案には全く記載の

なかった公開の協議会（consultation forum）を通した協議が義務づけられている。 

 

 

2．実施に向けた今後のスケジュール 

EuP指令のもとで、EU域内で販売された製品が実際にいつから影響を受けるのかは、現時点では不

明であるが、1) それ以前に採られる手続き、及び2) 今後の時間的枠組み（プログラムの中で公表さ

れている目標と矛盾しない範囲における 短及び 長のスケジュール）を特定することは可能である。 

 

まず初めに、今後の時間的枠組みであるが、 

・ 関連製品が影響を受けるタイミングは、 も早い場合で 2007 年末からとなる。これは、1) 枠

組み指令が 2005 年中に承認され、2) 実施対策指令が、枠組みの中で認められている 短時間

（枠組み指令の承認の2年後）で採択された場合を想定している。 

・ 他方、 も遅いケースでは 2012 年と予測している。これは、EU が京都議定書のもとで温室効

果ガスの排出削減の義務を果たさなければならない 終期限の年である。EuP 指令は、この目

標達成に貢献することが明示的に意図されている。言い換えると、2012年までに適切な措置が

実施されなければ、EUは議定書における条約上の義務を履行できないリスクがある。 
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しかしながら、これ以上正確な予測は不可能であり、遅くとも2012年までには効力を発するという

予測も確実というわけではない。なぜならば、 

・ 2005年中の枠組み指令の承認も確実ではない。当該指令は、EU組織内で激しい反対にあってい

る。指令の採択には、欧州委員会、欧州閣僚理事会及び欧州議会の 3 つの組織の賛成が必要で

あり、 初の 2 機関は指令の 新案に賛成しているが、欧州議会はまだである。欧州議会は、

以前、環境保護のため要求事項をより厳格にするようにという急進的な要求を出しており、そ

の全般的な要求は多数の修正提案となっていった。この修正提案は他の 2 機関により拒否され

たが、このことによりさらに大きな論争が起こる可能性がある。しかしながら、新たな選挙の

結果及び10カ国が新たに加盟したことにより、欧州議会の構成は、当時とは大幅に変わってお

り、 終議論の結果については予断を許さない状況となっている。 

・ 枠組み指令自身は対象製品等に直接的な影響力をもつものではなく、影響を及ぼすのは具体的

な実施対策指令であるが、現時点では、いずれの実施対策指令もまだ原案も作成されておらず、

起草のためのタイムテーブルもなく、そしていずれの規格に対しても（指令に関する技術的対

策についての）委任がされていない。 

 

枠組み指令が承認されると仮定しても、現在では、当該指令のもとでの 初の実質的な措置は、新

たな指令の原案作成及び適用というよりも、むしろ 低1つの既存指令（温水ボイラーに関する指令）

の単なる修正及び改善に留まりそうであることが明らかになってきている。 

 

 

3. 実施対策措置 

本節では、スケジュール上は今後確定されていく事項であるが、EuP 計画の現実的な影響を及ぼす

実施対策措置に関し、現在得られる情報から推測してみる。 

3.1 推測のための情報源 

EuP プログラム自体については、今後の具体的な実施対策措置に関する情報提供を正式に示すには

時期尚早であり、実態として、以下のように詳細な情報が欠如している。 

・ 枠組み指令は、単に、採択されうる実施対策措置の範囲、及び影響を受ける可能性のある広範

な製品範囲を特定しているにすぎない。また、実施対策措置には既存の指令の改正も含まれる

可能性があるとされている。しかしながら、EuP についての大まかな定義以上には対象製品の

詳細なリストは程度を問わず存在しておらず、また、エコデザインについての大まかな枠組み

の中においてポイントとなる部分の特定も行われていない。 
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・ 可能性のある新規の実施対策措置の再検討を行うために、EuP プログラムにおいて設置される

こととなっている 2 つの再調査委員会（枠組み指令においてもリストアップされている）は、

未だ設置されていない（委員は未だ指名されておらず、特定の個人を指名するための非公式の

準備さえ行われてない模様）。この2つの委員会とは、協議委員会（Consultation Committee）

及び規制委員会（Regulatory Committee）であるが、委員会が存在していないので、委員会に

おける議題や論点も明示的には存在していない。 

・ 新たな規格が EuP プログラム（に関する技術的対策）のために委任されたということもなく、

いずれの規格開発計画においても完成までのタイムテーブルは存在していない。 

 

上記のとおりEuPプログラム自体については具体的情報が不足しているため、本節では以下の情報

源を活用している。 

・ 既存のプログラム（特にエネルギー使用効率性分野）によってカバーされている製品のリスト。 

・ 同様のEUプログラム（特にECCP（European Climate Change Programme）及びIPP（Integrated 

Product Policy）programme）において規定されている製品及び課題のリスト。EuP枠組み指令

は、これらのプログラムの目的に留意することを要求している。 

・ 欧州委員会及び英国政府機関の非公式コメント。 

 

3.2 影響を受ける可能性のある製品 

ECCP(European Climate Change Programme 欧州気候変動プログラム)に、 も有益かつ唯一のリス

トが掲載されている。 

 

ECCPプログラムにおいて重要視されている製品分野は以下のとおりである。 

・ ビルの室内冷暖房装置 

・ 温水ボイラー 

・ 調理器（化石燃料によるもの及び電気式のもの） 

・ 冷蔵庫／冷凍庫 

・ 洗濯機 

・ 食器洗浄機 

・ 電気オーブン 

・ 電気照明 

・ 消費者用電気製品（テレビ／オーディオ機器） 

・ IT機器及び事務機 
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・ 産業用モータ／ポンプ／コンプレッサ／送風機 

・ 産業プロセス用ヒータ 

 

これらの製品分野は、潜在的なCO2排出削減可能性の観点から分類されており、例えば当初の削減可

能量が大きい順では以下のように整理されている。 

・ 室内冷暖房 

・ 電子機器、IT／事務機 

・ 温水機 

・ 大型家庭用台所用品 

・ 照明 

 

また、これら製品の多くは表2-1に示すように、既にエネルギー使用効率性に関する規制の対象と

なっている。 

表2-1 家庭用機器におけるエネルギー使用効率性に関する現行の要求事項 

製品 エネルギー消費に関する表示 許容消費上限値 

冷蔵庫/冷凍庫 Directive 94/2/EC(2003/66/EC により修正)の

もとで、1995年から義務化。 

1999年9月に義務化。許容限界値は、機器の容

量及び型式により調整。Directive 96/57/EC 

洗濯機/乾燥機 独立した洗濯機又は乾燥機については、

Directive 95/12/EC 及び95/13/EC のもとで、

1996年10月から義務化。 

複合洗濯機/乾燥機については、Directive 

96/60/ECのもとで、1997年8月から義務化。

CECED（欧州家電工業会）は、1999年までに1994

年比で 20%のエネルギー消費量の削減を自主的

に合意した。しかしながら、詳細な適用範囲、

実現性及び結果については、はっきりしていな

い。 

食器洗浄機 Directive 97/17/EC のもとで、1999 年 1 月か

ら義務化。 

義務的措置はない。2001年後半、当該分野の主

要業界団体において、2004年までに もエネル

ギー使用効率性の悪いモデルを市場から撤退

させる自主的合意の締結が報告されている。 

家庭用エアコン Directive 2002/31/EC のもとで、2003 年 1 月

から義務化。 

 

家庭用オーブン Directive 2002/40/EC のもとで、2003 年 1 月

から義務化。 

 

家庭用照明機器 Directive 98/11/EC のもとで、2001 年 1 月か 実施措置は特に規定されていない。 
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ら義務化。 

蛍光灯の電流安定器 Directive 2000/55/EC のもとで、2002 年 4 月

から義務化。 

実施措置は特に規定されていない。 

その他の製品 ・ 電気機器の中では、唯一温水ボイラーが強制的規定の対象となっている。（Directive 

92/42/EEC）。 

・ ガス機器は、合理的なエネルギー使用に関する一般的な要求事項の対象であるが（Directive 

90/396）、具体的な許容上限値は設けられていない。 

・ EUはその他の電気機器（オーブン、エアコン）を継続的に再検討の対象としているが、具体的

な提案は公表されていない。 

 

欧州委員会及び英国政府機関は、非公式ではあるが以下のようにコメントしている。 

・ 欧州委員会のエネルギー総局は、以下の製品が当初の目標となる可能性があるとコメントして

いる。 

－食器洗浄機及び洗濯機：関連指令の改正及び更新 

－現行の温水ボイラー及びガス機器に関する指令では対象となっていない温水機器 

・ 英国政府は、現行のボイラー指令は改正の可能性があり、またテレビが優先的に取り扱われる

可能性があるとコメントしている。 

 

EuPプログラムの枠組みの中で、上述の分野以外では、携帯電話が対象となる可能性が生じている。

当該製品は、EUのIPPプログラムにおいてパイロット研究の対象とされており、EUの規制に製品固有

のエコデザインに関する基準を導入することの実現可能性についての根拠を提供することが意図され

ている。このパイロット計画は現在進行中であり、まだ完了していない。 

 

3.3 対象となる可能性のある課題 

EuP プログラムは、エネルギー消費機器にエコデザインに関する基準を適用することを目的として

おり、エコデザインの定義は先に示したとおり、「EuPの環境面の性能をそのライフサイクルを通じて

改善することを目的として、環境側面を統合した製品設計」とされている。 

この定義は非常に広範であり製品設計、原材料又は部品の使用、製造工程、使用性能又は廃棄を含

む可能性がある。 

 

当該枠組みにおいて可能性のある優先課題については、ほとんど指摘がないが（公的な指摘はなし。）、

欧州委員会は以下の3つの優先課題を非公式に示唆している。 
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・ エネルギー性能（エネルギー消費コントロール）が優先される可能性がある。 

・ エネルギー性能の分野は、改善方法及び規格が優先される可能性がある。 

・ これらのプライオリティーとは別に、IPP プログラムの進捗状況は注意深くモニターされ、他

の目的の選択に影響を与える可能性がある。 

 

3.4 実施対策措置の形態 

1.において、当該枠組みは、目標達成のため以下の4つの主要な方策の中から選択することを認め

ていると述べた。 

・ 強制力のある技術仕様の設定： エネルギー消費量の許容上限値等。 

・ 製品に関する情報提供及び文書化： 枠組み指令の附属書には、特定のケースにおいて規定し

てもよい各種情報が列挙されている。 

・ 産業界における自主的合意： 規制当局は、強制的な措置を提案する前にこれらに配慮するこ

とを要求されている。 

・ EUの既存のエコラベル制度： この制度は現在任意のものであり、今後もその予定である。し

かしながら、枠組み指令では、新たな EuP 要求事項の対象となっている製品に対し、エコラベ

ル制度の基準を満足するものについては、自動的に EuP 指令の要求事項を満足しているものと

みなされることが明確にされている。 

 

しかしながら、これらの方策は、理論的には選択式のものではない。EUには具体的な複数のプログ

ラムがあり、上記 4 項目について実績を有している。したがって、4 つの措置の全てが活用される可

能性があり、環境影響分析に関する正式な文書化及び自主的合意は両者とも活用される可能性がある

とのEU関係者のコメントもある。このコメントからは、強制的な技術仕様よりも当該2措置の方が重

要であるとも考えられるが、これ以上詳細に関わるコメントは得られていない。 

 

エコラベル制度及びエナジー・スター制度というEUの任意のラベリング制度に関しては、EuP指令

の 新案は、欧州委員会に対し当該制度の基準を義務化する提案を認めているが、この点については、

以下の理由から実現の可能性は低いと考えられる。 

・ エコラベル制度は、常に、全ての製品が満足できるレベルではなく、優れた環境性能の印とす

ることを意図している。過去においては、EUは全ての分野において上位10～20％が当該ラベル

を表示できるような基準の設定を常に目指していたと述べられている。当該制度においては、

既に、それぞれの製品に対する要求事項の 3 年毎の改正を要求することによって、環境性能は

いずれ向上することが認識されている。したがって、全ての製品に対して現在の基準を義務付

 59



けることは、当該制度の目的及びその内容に反するものである。 

・ 新たな実施対策指令の見直しについての要求事項は、たとえ規制当局が提案するとしても承認

されそうにない。当該要求事項は、公開協議、及び 2 つの委員会による議論及び見直しが含ま

れており、1 つの委員会では多数の利害関係者が参画することとなっている。全ての製品に対

する環境基準を、現在適用されているレベルからトップレベルに一足飛びに引き上げる提案は

承認されそうにない。 

 

しかしながら、いずれ（エコラベル自体の基準が確立してから数年以内に）、この任意プログラムの

基準が強制的な規制内容に影響を与る見込みである。 

 

3.5 適用される可能性のある規格 

EuP 指令のもとで、既存規格、新規作成規格の中でどの規格が活用されるのかを特定することは、

かなり時期尚早であり困難である。 

 

表2-2は、家庭用電気製品に関する強制的なエネルギー使用効率性プログラムにおいて正式に参照

されている規格のリストである。このプログラムにおいて特定されている製品に関連する規格のリス

トはこれ以外には存在しておらず、唯一以下の基本規格が言及されている。 

・ prEN ISO 14040 Life cycle assessment – Principles and framework 

・ prEN ISO 14044 Life cycle assessment – Requirements and guidelines 

 これらの規格は2007年8月に公布予定となっている。 

 

なお、英国政府及び欧州委員会では、情報不足との認識のもと、手始めに関連規格の一覧表の作成

が計画されている。結果については、英国政府の方が先で、2005年中に報告される見込みである。 
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表2-2 家庭用機器におけるエネルギー使用効率性に関しEU指令において現在活用されている規格 

規格番号 

EN ISO/IEC 

名称 公表 

153  Methods of measuring the energy consumption of electric 

mains operated household refrigerators, frozen food 

storage-cabinets, food freezers and their combinations, 

together with associated characteristics.  

1995年に承認。 Directive 94/2/EECの当初の規定では1990

年版を承認していたが、現在は更新されている。 

C65 1.3.1997 [Directive 

94/2/EEC] 

96/57/EC Annex I 

50229  Electric clothes washer-dryers for household use. 

Methods of measuring the performance 

1997年に承認。当該承認の期限は2004年5月1日まで。 

C161 28.5.1997 

C49 22.2.2002 

[Directive 96/60/EC] 

50229  Electric clothes washer-dryers for household use. 

Methods of measuring the performance 

2001年に承認。 

C49 22.2.2002 

50242 

A1, A2, A3 

 

 Electric dishwashers for household use – Test methods 

for measuring the performance 

基本規格、A1及びA2については1998年に承認。A3は2003

年に承認。 

C49 22.2.2002 

[Directive 97/17/EC, 

1999/9/ECにより改正] 

C288 29.11.2003 

50285  Energy efficiency of electric lamps for household use 

– measurement methods 

1999年に承認。 

C49 22.2.2002 

[Directive 98/11/EC] 

50294  Ballasts for fluorescent lighting (1998年版)  L279 1.11.2000 

[Directive 2000/55/EC] 

50304  Electric ovens for household use. Methods for measuring 

energy consumption 

2001年に承認。 

C242 8.10.2002 

[Directive 2002/40/EC] 

60456 

A11, A12, 

A13 

IEC 60456: 

1998 mod. 

Clothes washing machines for household use - methods for 

measuring performance 

基本規格は1999年に承認。A11及びA12は2001年に、A13

は2003年に承認。 

C49 22.2.2002 

C242 9.10.2003 

[Directive 95/12/EC] 
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修正はIECと同等ではない。 

基本規格とともにA11及びA13を適用することが、全ての

場合において義務付けられている。2004年2月1日までA12

の適用は任意であった。当該日以降は、3つの修正事項の適

用はみなし適合を得るために必須。 

当該規格の初期の1994年版の承認は1999年に期限満了。

61121 

A11 

IEC 61121: 

1997 mod. 

Tumble dryers for household use – methods for measuring 

the performance 

規格は1999年に、A11は2000年に承認。 

全ての場合において、基本規格とともにA11を適用するこ

とが、みなし適合を得るためには義務付けられている。 

当該規格の初期の1993年版の承認は、1999年に期限満了。

C49 22.2.2002 

[Directive 95/13/EC] 
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第３部 国際レベルと地域レベルの認証システムの動向 

 

1．現在の欧州のCEマーキング制度と任意規格を用いた民間適合性評価システムとの関係 

1.1 適合性評価制度における認定機関の位置付け 

1.1.1 規定上の位置付け 

認定機関によって認定された適合性評価機関のニューアプローチ指令における位置付けに関して

は、93/465/EEC Council Decisionの中で、「認定書またはその他の書類を提出することにより自ら

が EN45000 シリーズ（ISO/IEC ガイド）(注)に適合していることを証明できる適合性評価機関は、

各指令の要求事項に適合していると見なされる」と規定されている。 

(注) ENは欧州規格、45000シリーズは適合性評価機関（試験所、製品認証機関、品質システム審査登録機関等）

に対する一般要求事項 

 

上記93/465/EECの運用に関しては、Guide to the implementation of directives based on the 

New Approach and the Global Approach（いわゆるブルーガイド）で規定されている。ちなみにブ

ルーガイドは、EU委員会の公式文書として発行されているものであり、欧州各国の合意のもとに作

成されたものである。 

 これによれば、93/465/EECにおいて、上記のように規定するとともに、各国間における均一な適

用のために、ブルーガイドにおいて、各authoritiesはEN45003及びEN45010に基づき共通の基盤

を構築しているNational Accreditation Bodiesによる認定を考慮すべきであるとしている。 

 なお、National Accreditation Bodies が共通の基盤を有している理由として、認定結果の相互

承認のためのpeer evaluationを実施していることが説明されている。欧州内では、認定の相互承

認、及び、peer evaluation は EA(European Co-operation for Accreditation：欧州認定協力)の

枠組みの下で実施されている。しかしながら、ブルーガイドにおいては、EAのメンバーであること

が認定の機関の条件であるとは明確に規定されていない。EAに関しては、ブルーガイドと同じ6.1

の欄外において、相互承認システムをセットアップしているとの説明がなされているのみである。 

 

1.1.2 運用状況 

1.1.2.1 手続の詳細規定 

欧州での規定に関しては、以上までが定められており、詳細な運用規定は各国に任されている

状況である。 

accreditation certificate のフォーマットはEAにおいて定められている。 

各国の認定を受けた適合性評価機関は、認定証＋各指令によって要求されている要求事項に関

 63



する書類を追加して、authority に申請する。認定証＋αのαの部分の要求も各国によって、ま

たは、各authorityによって異なる。例えば、モジュールD,E,Hにおいては、適合性評価機関に

対し、ISO/IEC ガイド 62（EN45012）が要求されているが、指令上はそれに加えて適合性評価機

関の規制対象製品に対する知識が要求されているが、この部分に関する運用は各国、各authority

によって異なっている。 

 

（ブルーガイド 6.1 Principles of notification より抜粋） 

 

1.1.2.2 認定された適合性評価機関のNBに占める割合 

欧州の認定機関によって認定された適合性評価機関がどの程度NB（Notified Body:適合性評価

を行うものとして各国より通知された機関）となっているかに関しての正確なデータは存在しな

い。 

しかしながら、EA議長の説明によれば、NBのうち90％以上が認定適合性評価機関であるとの

ことであった。 

従って、93/465/EEC 及びブルーガイドのもと、民間認定制度と指令のNBとの間は極めて緊密

な連携がなされていると結論付けられる。 

例外としては、英国がEMC指令に関して認定適合性評価機関以外の機関を通知している実例が

存在するが、稀なケースである。 
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1.1.2.3 NBになる前の適合性評価機関に受けた認証の取り扱い 

NBになる前の認定適合性評価機関により企業が受けた認証については、法的にはそのまま指令

上の認証として自動的には認められない。 

指令上、NBとして通知され、official journalに記載されて初めてNBとなり、その後認証を

受けた企業のみがCEマークを添付出来るという規定になっているためである。 

また、実質的にも、適合性評価機関に対しEN45000シリーズ＋αがあることから、自動的には

移行されない。 

ただし、企業と NB の間で以前取得した認証の部分に関しては免除されることも考えられ、こ

れは、企業とNB間の契約に基づき実施される。 

 

1.2 整合化規格の開発体制 

1.2.1 規定上の手続 

 ニューアプローチ指令の運用に係る整合化規格に関しては、98/34/EC及びブルーガイドにおいて、

EU委員会が欧州の地域標準化機関（CEN、CENELEC、ETSI）に対し、指令の必須要求事項に適合する

整合化規格の作成を要求する権限が与えられていることが明記されている。 

なお、CEN、CENELEC、ETSIが欧州標準化機関であることは、98/34/ECのANNEX1において規定さ

れている。 

 上記の EU 委員会からの指令に基づき策定された EN 規格は CEN/CENELEC Internal Regulations

の規定に基づき、各国の国家標準規格に反映される。 

これにより、EN 規格については、厳しく各国標準化機関にその順守が求められており、各国は

EN規格を国家規格として策定する義務を負っている。 

 

1.2.2 運用状況 

1.2.2.1 EU 指令の実施状況 

EU委員会から欧州標準化機関に対する指令の発出実績は多数にのぼる。 

それによって作成された EN 規格は確実に国家規格として策定されることから、かなり多くの

EN規格が整合化規格として実際に運用されている。 

CEN/CENELEC/ETSIと各国標準化機関との連携は緊密で、各国標準化機関はほとんど自前で規格

策定が出来ない程である。各国標準化機関は、標準化の要請がある場合にはその旨欧州標準化機

関に通知する義務がある。それに対し参加の意向を表明する他の機関が存在する場合には、自動

的に欧州標準化機関での策定プロセスに移行する。他の標準化機関がほとんど興味を示さない場

合のみ、自前で規格策定を行うことが出来る。 
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一方で、EU委員会からの指令に関しては、欧州標準化機関に対する強制力はない。欧州標準化

機関は欧州委員会とその是非について交渉することが出来る。ただし、技術的に困難などの場合

に限られ、時期の延期や個別項目の削除などといった範囲で交渉がなされているようで、基本的

には指令に従って、EN規格策定を実施している。 

 

1.2.2.2 EN規格に瑕疵があった場合の責任関係 

EU 委員会は、使用できる EN 規格を official journal（官報）で規定することとなっている。

官報で規定した EN 規格そのものに技術的な瑕疵があった場合に、その責任は誰に帰するのかが

問題になる。 

しかしながら、現在まで、EN規格の瑕疵に基づく係争はまだ実績がなく、責任の所在は明確に

なっていない。また、各指令には、不適切な規格に関しての異議申し立て手続きが規定されてお

り、実質的には、その手続きによって、事前に規格の適正化プロセスが取られている。 

なお、詳細については引き続き調査を要するものの、EU委員会にある程度の責任があるものと

予想され、それは、欧州共同体（European Union）の基本協定に基づくものであると考えられる。

当該協定によれば、本協定により欧州議会または欧州委員会で規定される規制、ルール、運用規

定に関する瑕疵については、裁判所で争われることとなっている。 

 

1.3 EN規格以外の規格をEC指令の必須要求事項に適合するものとして使用する場合の適合性評価体制 

EN規格以外の規格を使用する場合の適合性評価体制には、指令の要求により、2通りのオプショ

ンがあり得る。 

 

○ オプション１：EN 以外の規格を使用する場合でより厳格な適合性評価手続を要求される場

合。 

 

圧力容器指令などの場合は、EN規格の使用に関わらず、ほとんどの場合、第三者認証が必

要となる。また、EMC指令や機械指令の場合は、nonＥＮ規格を使用する場合にのみ第三者認

証が要求されている。 

この場合、一義的には、non EN 規格を使用した事業者の責任が問われるものの、その適

合性評価を実施したNB、及び、前述の通りの手続によってNBを認定または審査した認定機

関の両方に責任が問われる可能性がある。具体的な責任分担については、NBと企業との民事

法上の契約関係に帰結する。 

いずれにせよ、そのために、指令上 NB に対して損害賠償請求に対する備えを要求してい
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るものであり、認定機関も同様の備えをしているものと思われる。 

実際には、このようなことは発生した事例がまだなく、具体的な事例解析は出来ない状況

にある。 

 

○ オプション2：EN、または、EN以外の場合であっても、自己適合宣言が適用される場合 

 

この場合は、基本的には事業者に責任が帰結するものと考えられる。 

もちろん、CABがテストをする場合があるがあくまでボランタリーなものであり、その責

任関係は民事法上の契約関係に帰結する。 

 

1.4 Coordination of Notified Bodies（以下CNB）の役割 

1.4.1 各種規定類 

Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach

（いわゆるブルーガイド）において、各NBは欧州委員会によって主催されるcoordinationに参加

する必要がある。もしこれに参加しない場合は、notificationが取り消される可能性もある。しか

しながら、これは義務ではなく、あくまでＥＵ委員会が強制力を持って要求しているのは、各指令

の NB への要求事項であり、参加していない NB は自分の能力について証明することが出来れば、

notificationを取り消されることはない。 

本規定による CNB の目的は、指令の技術的な適用を欧州域内で統一化することであり、各 NB の

適合性評価を強制的に拘束するものではない。 

 

1.4.2 運用状況 

1.4.2.1 CNBにおける決定の拘束力の程度 

上記の通り、CNBの活動は強制力を有さない。各国のauthorityは CNBの結果を適用すること

もあれば、適用しないこともある。 

しかしながら、CNB では指令の技術的な問題を議論しており、その結果は、authority にも反

映される。実際にATEX DirectiveにおいてはCNBでclarification sheetを作成し、それはATEX 

Directiveのmanagement committeeで考慮されている。 

CNBの結果は、強制力を有さないことから、NBはそれに拘束されないが、NBが従わない場合は、

ＥＵ委員会がその理由を確認するとともに、不適切であると判断した場合は、当該機関の責任を

有するauthorityと議論をすることとなる。 
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1.4.2.2 CNBの結果に瑕疵があった場合の責任関係 

基本的に、CNBは瑕疵について判断する立場にはない。 

CNBの結果に基づき瑕疵が発生し、損害が発生したときには、NBと企業との民事法上の契約関

係に帰結する。そのため、指令上 NB に対し損害賠償請求に対する備えを要求しているものであ

る。 

ただし、そのような事態になった場合には、企業及び NB は authority にその内容を報告し、

authorityはＥＵ委員会及び各国に相談をして、しかるべき対策が取られることとなる。 

このような事態は稀であり、authorityによって取られる対策は通常と同じである。 

 

 

2．主要国における詳細な手続、適合性評価機関の位置付け 

2.1 英国 

2.1.1 認定機関の位置付け 

英国においては、英国の認定機関（UKAS）と英国政府（貿易産業省:DTI（Department of Trade and 

Industry））との間でMOUが締結されている。 

MOUの規定によれば、UKASは英国の唯一の認定機関であるという位置付けを与えるとともに、英

国政府がUKASの認定結果を各指令等の運用に当たって活用することを規定している。 

 

2.1.2 手続の概要 

UKASによる認定は、上記のMOU規定により、事実上CABがNBとしての指定・通知を受ける際の

前提条件になっているが、第 2 条の規定の記載からも分かるとおり、あくまで任意のものであり、

強制ではない。従って、英国のCABは、UKAS の認定を受けずに政府に対しNB指定の申請を行うこ

とは可能である。 

しかしながら、この場合であっても、英国政府は申請者に対し、事前にUKAS による assessment

を受けるように指導をしている。 

UKASのこの機能は、上記のMOU第1条におけるassessmentの規定により位置付けられているも

のである。 

したがって、英国においては、CABの指令上の指定に当たっては、以下の2通りの手続が存在す

る。 

１） CABが英国政府にNBの申請を行い、政府は申請者に対し政府による審査の前に、事前にUKAS

の審査を受けるように指導する。 

２） CAB が UKAS の認定を事前に受け、NB の申請の際に、その認定の詳細な事項を申請書の一部
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として提出する。 

詳細な要求事項に関しては、政府が各指令のモジュールに従って、個別のルールを作成し、公表

している。UKASはこれらのルールも考慮に入れつつ、UKAS独自の規定を作成している。しかしなが

ら、指令の要求事項は、UKASの規定とは厳密には一致しないことから、UKASの認定及び審査を前提

としつつ、政府は、NBとしての業務範囲、当該範囲における申請者の能力等について、追加的に評

価を行っている。 

 

2.2 フランス 

2.2.1 認定機関の位置付け 

フランスにおいては、認定機関（COFRAC）は法的な位置付けが与えられている。 

法律94-442（Loi no 94-442）（従来の消費者製品法の改正法）において、指令に基づく製品認証

と、CABの要件に関する基本的なルールが規定され、その下部規定の政令95-354（Decree 95-354）

において、CABの申請手続き、認定機関の要件等が規定された。その下の省令（Arrete 30.3.1995）

において、COFRACがフランスの認定機関である旨規定されている。 

 

 

2.2.2 手続の概要 

COFRACの活用は、UKASと同様強制ではなく任意のものであり、その位置付けはUKASとよく似て

いる。従って、CABの指令上の指定に当たっては、以下の2通りの手続が存在する。 

１） CAB が英国政府に NB の申請を行い、政府は申請者に対し政府による審査の前に、事前に UKAS

の審査を受けるように指導する。 

２） CAB が UKAS の認定を事前に受け、NB の申請の際に、その認定の詳細事項を申請書の一部とし

て提出する。 

しかしながら、英国では正式な申請手続きは政府に行わなければならないのに対し、フランスで

は、もしCOFRACの認定を受けているのであれば、申請項目は以下の3点についてのみと簡略化され

ている。 

・ CABの組織、技術的能力、財政基盤、生産者との関係に関する説明。 

・ 法人格、内部規定、認証業務に携わる管理者及び上層部の氏名。 

・ 認証を実施する製品のリスト、及び、そのための主な手段の説明。 

 

2.3 ドイツ 

2.3.1 認定機関の位置付け 
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ドイツでは、他の欧州各国とはかなり違った制度となっている。 

ドイツにおいては、認定機関の概念の導入が他の欧州諸国と比較して遅れたことと、規制当局が

全ての手続において責任を持つべきであるとの考えが強いことから、国内唯一の認定機関が存在し

ない。任意の産業分野毎の認定機関、強制法規毎の認定機関が複数存在している。 

その代わりに、欧州における認定制度の整合化に対応するために、DAR（ドイツ認定機関協議会）

を設立し、制度の整合化と情報の共有化を実施している。IAF(International Accreditation Forum)、

ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation)、EA(Europe Accreditation)に正式

メンバーとして参加しているのも DAR である。しかしながら、DAR はあくまで、認定機関の協議会

であり、DARが認定そのものを実施しているわけではない。 

したがって、欧州指令との関係で、DARの認定結果を活用することを規定するMOUや法的な規定

は存在しない。 

 

2.3.2 DARの概要 

2.3.2.1 組織概要 

1991 年 3 月、連邦政府と産業界の支援の下に設立。ドイツに複数ある認定機関の活動の調整、

認定機関の登録、国際的対応等を行う。DAR 自身は認定業務を行わず、あくまで認定活動に関す

る調整機能を担う。 

 DARは傘下に4つの委員会を設置し、認定機関間の共通ルールの策定等を実施。 

 ・DAR-AZ： 強制分野及び任意分野の協力に関する委員会 

 ・DAR-ABT： 審査員の教育訓練に関する委員会 

 ・DAR-AIZ： 国際協力に関する委員会 

 ・DAR-ATF： 技術的事項に関する委員会 

事務局は、経済労働省の外郭の研究機関であるBAM (Bundesanstalt für Materialforschung 

und –prüfung, 連邦材料研究試験所)。 

 

2.3.2.2 DARの構成メンバー 

DARのメンバーは、連邦経済労働省等の政府機関、DIN及び各認定機関（強制分野5機関、任意

分野7機関）。 

強制分野の認定機関は以下のとおり。 

 －AKS Hannover： 物理、化学、生物、医学分野の試験所、検査機関の認定 

  －DAU： 環境検証員の認定 

  －KBA： 自動車、自動車部品のQMS認証機関の認定 
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 －ZLG： 医療用具に関する試験所認定 

 －ZLS： 試験所、製品認証、QMS認証機関、要員認証機関の認定 

 任意分野の認定機関は以下のとおり。任意分野の認定機関は、DAR への参加に当たり、資金を

拠出することが求められる。 

 －TGA： マネジメントシステムに係る認証機関の認定及び要員認証機関の認定 

 －GAZ： マネジメントシステムに係る認証機関の認定及び試験所認定 

－DACH： 化学分野の試験所認定 

 －DAP： 素材試験分野の試験所認定 

 －DASMIN： 石油化学分野の試験所認定 

 －DA Tech： 電気、電子分野の試験所認定、製品認証機関の認定 

 －DKD： 校正機関の認定 

 

2.3.3 手続の概要 

上記の通り、DARは認定機関の集合体であり、現在約24の機関がメンバーとなっている。この中

には、ドイツ連邦政府自体がメンバーとして加わっている。 

欧州指令との関係においては、competent authority そのものが認定機関となっている分野につ

いては、認定手続と指定続きとは区別がない。その結果として、DAR の認定活動はより広く規制領

域をカバーしていることとなっている。 

一方で、DAR では ISO9000 などの任意の制度もカバーしており、DAR の中で MOU のようなものが

締結され、政府もISO9000などの認定結果を考慮しつつ運用を実施しているようである。 

 

 

3．CEマーキング制度の見直しの状況 

3.1 2003年6月の欧州委員会レポート 

欧州委員会では、CEマーキングを課すニューアプローチ指令の見直しの検討を進めており、2003

年8月に、1年間に及ぶ指令の実施状況の見直し結果及びそれを踏まえた新しい提案が発表された。

新しい提案は適合性評価とその強化に焦点が当てられており、従来から域内でさまざまな議論が行

われているＥＮ規格の認定（各指令の必須要求事項を満たすものとして欧州委員会が認定、リスト

を公表するもの）についての言及はなされていない。 

本提案は、フレームのみであり、詳細は将来の検討に委ねられている。主要な提案項目は以下の

通りである。 

 より明確な通知機関（NB）指定の標準要件の設定（認定要件を含む） 
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NBの指定要件は、各指令上は、コア原則のみが示されており、詳細はメンバー各国に任さ

れていることから、現時点では不明確な点がある。前述のとおり、94/465/EEC Council 

Decision及びブルーガイドをベースに、欧州各国は認定制度をより幅広く活用するようにな

っているが、これを補完するための特定要件を各分野毎に設定している。本提案では、より

包括的な指定および認定のグラウンドルールを設定し、必要であれば、分野別に特定ルール

を設定することを提言している。 

 通知機関(NB)の能力の 適化（ベストプラクティス）、及び、非適合とされた製品の情報共有を

目的としたNBに対する新しい情報交換要件の設定 

 強制法規当局の速報システム(RAPEX :Rapid Information Exchange System)の拡充 

これは、危険な製品についての情報のEU内での情報交換システムである。現在、これは消

費者用製品に限られているが、それを産業用製品にまで拡大し、強制法規当局が適切な対応

をとれるようにすることを提言している。 

 新しい、欧州共通のマーケットサーベイランスシステム 

ここでは、①メンバー各国の規制当局によるボランタリーな協力、② 低要件（例えば、

リコールの相互通知）を定めた横断的指令の設定、または、③各指令におけるスペシフィッ

ク要件の設定、のどれかによる特定分野またはマルチのマーケットサーベイランスシステム

の設定を提案している。 

 試験の下請けルールの明確化と簡略化 

現在、通知機関（NB）は製品の試験を下請けに出せることになっているが、厳しい条件

のために、特に、欧州域外で試験を行わせるのは困難となっている。例えば、欧州のNBは、

CEマーキング指令の元では、IEC/CBスキームによる域外の試験所のテストレポートを自動

的に受け入れることができなくなっている。この提案がうまくいけば、EU域外で製造され

た製品の適合性評価手順が簡略になるとともに、政府間の相互承認(MRA)の必要性が低減す

る可能性もある。 

 品質管理システムを用いたモジュールの適用の拡大。 

製品の多くが、複数の指令の規制対象となっているが、この場合、個別に適合性評価を受

けることが必要となる。実際には、一つの通知機関(NB)が複数の指令のNBとなっていること

が多く、複数のNBで試験を受ける必要はなくなってきているが、指令ごとにNBの指定を受け

たり、テストレポートを保存するなど、煩雑になっている。品質管理システムモジュールの

指令について横断的な適用を拡大することにより、適合性評価手続を統合し、簡素化するこ

とが目的である。 

 ウェブサイトを利用したNBのリストの閲覧システム 
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本レポートの全体的な結論としてはニューアプローチ制度の成功を追認するものであるが、以上

のように適合性評価機関に適用する規則の一層の厳密化と明白化、また安全でない製品に関するデ

ータの普及の促進が提案された。 

RAPEXシステムの現状は、後程簡単に述べる。 

 

3.2 2003年8月の玩具安全指令レポート 

欧州委員会はCEマーキング指令に関する新たな調査レポートを発表し、将来における広範囲に及

ぶ変更の可能性を示唆した。この調査では当面は玩具安全指令のみが対象となるが、上記の通り、

欧州委員会は従来からCEマーキング指令の改正の可能性を検討してきており、これはその第一弾と

なるものである。 

主な、変更点は以下の通りである。 

 製品の安全性責任主体の拡大 

 現在の制度では、EU内で製造された製品の適合責任は全て製造業者が負うのに対し、EU

外で製造された製品の適合責任に関しては輸入業者等が限られた範囲で責任を負うことと

なっており、責任の範囲に差が生じている(例外は医薬品等のデリケートな分野のみ)。こ

れを、EU内に物理的に所在する主体（輸入業者、流通業者等）が全て製造業者と同等の責

任を負うように拡大し、これらの主体がCEマークを表示することとする。 

 適合宣言の第三者認証の適用拡大 

現行制度で、特に整合化規格を用いる場合には、自己適合宣言に当たって製造業者の規

格適合宣言のみを宣言書に入れることができることとなっているが、オプションとして、

第三者による適合証明書を入れることができるようにするという点である。あくまでオプ

ションであり、法的な義務を負うものではないが、上記のように責任主体の拡大と共に、

輸入業者等による自己防衛のための第三者認証取得が急拡大する可能性がある。 

 型式認可の有効期限の短縮 

現行では10年間有効となっている製品認証適合証明を5年間に短縮。 

 通知機関に関する変更 

現行では、型式認証を行う通知機関は、原則としてEU域内に存在することを求められて

いるが、これを、EU内に存在する機関が責任を負うことを前提としてEU域外での適合証明

書発行が可能になるように修正。また、通知機関は、活動内容を自国の関係当局に報告す

る義務を有するように変更。 

この調査は、現時点では単なる調査であり提案ではない。しかし、変更は非常に抜本的であるた

め、各方面からの関心を呼ぶものと思われる。 
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これと並行して、前述のとおり、その他の変更の可能性についても示唆されている。今回のレポ

ートでの技術的変更は少ないが影響は大きく、化学的有害物質と衛生面に焦点が当てられている。

対象製品の明確化に関する修正も検討されている。 

 

3.3 RAPEXシステム(Rapid Information Exchange System)の普及 

EU域内における危険な消費者用製品に関する情報交換の迅速化を目的とし、一般製品安全指令に

法的根拠を持つ、RAPEX（Rapid Information Exchange）システムの活用が進んでいる。 

RAPEXシステムの新たなウェブサイト（2004年2月に設置）に掲示された危険な消費者用製品に係

る通知件数は、第2四半期が78件と、前期（48件）より62%も増加している。また、ほとんどのEU諸

国が当該システムに基づき通知を行っている。通知された製品には、一般製品安全指令のみがカバ

ーしている製品のみならず、電気製品、玩具、圧力機器等個別の製品指令が対象としている製品も

含まれている。 

しかしながら、RAPEXシステムは、EU域内における危険製品に関する通知の主要手段にはなってい

ないようである。多くの個別製品指令においては、関係当局間の非公開の情報交換システムがRAPEX

システムと並行して存在しており、独自に設置されたワーキング･グループが製品の安全性に関する

個別の問題や一般的な傾向について再調査を行っている。 

ただし、前述のとおり、CEマーキング指令の見直しの中で、RAPEXの対象の拡充が検討されており、

RAPEXの普及拡大とあいまって、この問題への関心が高まることが予想される。 

*RAPEXシステムのURL:

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/dyna/rapex/rapex_en.cfm
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*RAPEXシステムのウェブサイトに掲載されている危険製品に関する通知の例:The Rapid Alert System 

for Non-Food Products (RAPEX) 

– Weekly overview report of RAPEX notifications – 

Week 38 - 2004 

No. Notifying 
Member 
States 

Product 
(Click on the photo to enlarge)

Danger Measures adopted by 
notifying country

01 Czech 

Republic 

Bicycle: Mountain bike " Worker " 

(model DY 2622 MTB 26"). 

Steel welded frame, 26" x 2.125 

wheels, V-brakes. 

Origin: China.  

 

Risk of injury; insufficient 

efficiency of brakes especially in 

rainy weather (excessive braking 

distance). The product does not 

meet the relevant ISO and DIN 

standards.  

Sales ban ordered by 

the authorities. 

02 Czech 

Republic 

Extension electric supply cord 

with triple moveable sockets. 

White triple moveable socket, 

connected with two-wire cord to 

the supply by two-pole plug with 

earth connection.  

Origin: Unknown.  

 

Risk of electric shock; the cord has 

only two wires and in the two-pole 

socket there is no protective 

contact (earth connection). The 

product does not comply with the Low 

Voltage Directive and the relevant 

European standards. 

Placing on the 

market prohibited 

by the authorities.
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（参考資料１） 

 

該当資料の抜粋 

 

１．適合性評価制度における認定機関の位置付け 

 

①93/465/EEC Council Decision ANNEX A (m) 

 Notified bodies which can prove their conformity with harmonized standards (EN 45000 series), 

by submitting an accreditation certificate or other documentary evidence, are presumed to confirm 

to the requirement of the directives. Member States having notified bodies unable to prove their 

conformity with the harmonized standards (EN 45000 series) may be requested to provide the 

Commission with the appropriate supporting documents on the basis of which notification was 

carried out; 

 

②ブルーガイド1.1 Concept of the New Approach and the Global Approachから抜粋 

In addition to the principles of the New Approach, conditions for reliable conformity assessment 

are necessary. The key elements in this respect are the building of confidence through competence 

and transparency, and the setting up of a comprehensive policy and framework for conformity 

assessment. The Council Resolution of 1989 on the Global Approach to certification and testing 

states the following guiding principles for Community policy on conformity assessment. 

>The use of European standards relating to quality assurance (EN ISO 9000 series), and to the 

requirements to be fulfilled by conformity assessment bodies operating quality assurance (EN 

45000 series) is generalized. 

>Setting up of accreditation systems and the use of intercomparison techniques are promoted in 

Member States and at Community level. 

>Mutual recognition agreements concerning testing and certification in the non-regulatory sphere 

are promoted.  

>The differences of existing quality infrastructures (such as calibration and metrology systems, 

testing laboratories, certification and inspection bodies, and accreditation bodies) between 

Member States and between industrial sectors are minimized by programmes.  

 

③ブルーガイド 6.1 Principles of notificationから抜粋 
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 The assessment of the body seeking notification will determine if the body fulfils the 

requirements. Accreditation according to the EN 45000 series of standards is a support to the 

technical part of notification and, although it is not a requirement, it remains an important 

and privileged instrument for evaluating the competence, impartiality and integrity of the bodies 

to be notified. Further, accreditation should be considered by national notifying authorities 

as the most favoured technical basis for the assessment in order to reduce differences in the 

criteria applied for notification. It falls within the discretion of the notifying Member State 

to decide whether or not assessment carried out by a competent accreditation body established 

in another Member State is taken into consideration. 

 

In order to build and maintain confidence between the Member States concerning the assessment 

of notified bodies, it is essential not only to apply the same assessment criteria. It is also 

important that the bodies performing the assessment of notified bodies have the capability to 

do so, can demonstrate an equivalent competence and operate according to the same criteria. Such 

requirements are laid down in EN 45003 and EN 45010. Most of the national accreditation bodies 

of the Member States fulfil and operate according to the requirements of these standards, and 

have put into place peer evaluation schemes in order to attain mutual recognition of the 

accreditation results. The peer evaluation schemes should ensure that the national accreditation 

bodies are operating on the same basis and according to the same requirements and, thus, provide 

confidence that the bodies they accredit or assess operate according to the same rules, criteria 

and level of competence.  

 

 

２． 整合化規格の開発体制 

 

①98/34/EC Article 6 から抜粋 

3.  The Committee shall express its opinion on the communications and proposals referred to in 

paragraph 2 and may in this connection propose, in particular, that the Commission: 

- request the European standards institutions to draw up a European standard within a given 

time limit 

- ensure where necessary, in order to avoid the risk of barriers to trade, that initially 

the Member States concerned decide amongst themselves on appropriate measures. 
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- Take all appropriate measures.  

- Identify the areas, where harmonization appears necessary, and should the case arise 

undertake appropriate harmonization in a given sector.  

 

②98/34/EC Article 7 から抜粋 

1. Member shall take all appropriate measures to ensure that, during the preparation of a 

European standard referred to in the first indent of Article 6(3) or after its approval, 

their standardization bodies do not take any action which could prejudice the 

harmonization intended, and, in particular, that they do not publish in the filed in 

question a new or revised national standard which is not completely in line with an existing 

European standard. 

2. Paragraph 1 shall not apply to the work of standards institutions undertaken at the request 

of the public authorities to draw up technical specifications or a standard for specific 

products for the purpose of enacting a technical regulation for such products. Member 

States shall communicate all requests of the kind referred to in the preceding subparagraph 

to the Commission as draft technical regulations, in accordance with Article 8 (1), and 

shall state the grounds for their enactment.  

 

③ブルーガイド 4.2 Harmonised standards より抜粋 

The Commission formally requests the European standards organizations to present European 

standards by issuing a 指令. Prior to this the Commission consults the Committee established under 

Directive 98/34/EC, and, in some cases, the sectoral Committee set up under the directive in 

question. Reaching consensus within the Committee under Directive 98/34/EC implies wide 

consultation of sectoral authorities at national level. Thus the 指令 provides a strong 

indication of the expectations of public authorities (77). 

 

④CEN/CENELEC Internal Regulations Part2より抜粋 

2.5. European Standard (EN). Standard adopted by CEN/CENELEC and carrying with it an obligation 

of implementation as an identical national standard and withdrawal of  conflicting national 

standards 

NOTE The term "harmonized standard" is a term used in the context of the New Approach directives 

- see clause 4.2 of the "Guide to the implementation of directives based on the New Approach and 

 78



the Global Approach" edition 2000. 

 

2.15. Special national condition. National characteristic or practice that cannot be changed even 

over a long period, e.g. climatic conditions, electrical earthing conditions 

NOTE If it affects harmonization, it forms part of the EN (and HD for CENElEC). 

 

2.16 National deviation. Modification of addition to or deletion from the content of an EN (and 

HD for CENELEC), made in a national standard within the same scope as 

the EN (and HD for CENELEC) NOTE It does not form part of the EN (and HD for 

CENELEC). 

[Note: it is evident from a full reading of the Internal Regulations that such national deviations 

are not allowed, unless they are expressed as an A-deviation or a B-deviation 

(see below).] 

 

2.17. A-deviation. National deviation from an EN (and HD for CENELEC) due to regulations the 

alteration of which is for the time being outside the competence of the 

CEN/CENELEC national member.  

NOTE Where standards fall under EC Directives, it is the view of the Commission of the European 

Communities (OJ No C 59, 1982-03-09) that the effect of the decision of the Court of Justice in 

Case 815/79 Cremonini/Vrankovich (European Court Reports 1980, p. 3583) is that compliance with 

A-deviations is no longer mandatory and that the free movement of products complying with such 

a standard should not be restricted within the EC except under the safeguard procedure provided 

for in the relevant Directive. 

 

2.18. B-deviation. National deviation from an HD due to particular technical requirements, 

permitted for a  specified transitional period 

 

11.2.6.2 Obligations. An EN shall be implemented by giving it the status of a national standard, 

either by publication of an identical text (see 11.2.6.3) or by endorsement (see  

 

11.2.6.4), and by withdrawing any conflicting national standards. An EN shall be implemented 

identical in technical content and presentation (except translation) and with no restrictions 
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for application. Options in an EN are options for the user of the standard, but are not options 

from which the CEN/CENELEC national member may make a selection in the national standard 

implementing that EN. 

 

11.2.6.3 Publication of an identical text. Any version of an EN in a language other than the three 

official languages is published by the member concerned under its own responsibility ; a copy, 

together with a statement certifying the accuracy of the translation, shall be sent to the Central 

Secretariat. 

 

⑤CEN/CENELEC Internal Regulations Part2 5.2 より抜粋 

 

 

４．Coordination of Notified Bodies(以下CNB)の役割 

 

①ブルーガイド 6.6  Coordination and cooperation 

 

- A coherent application of the conformity assessment procedures requires close cooperation 

between the notified bodies, the Member States and the European Commission. 

- The Commission supports the Member States in their efforts to establish coherence between 

the notifying authorities regarding, in particular, the assessment of the competence of 

the bodies to be notified, the application of notification procedures and the surveillance 

of notified bodies.  

- The Commission, in coordination with Member States, also ensures that cooperation is 

organized between the notified bodies.  

 

The coordination of Member States is carried out through the sectoral working groups of 

governmental exprets established under the directives (118). The cooperation of notified bodies 

takes place under the authority of the relevant working groups.  

Cooperation of notified bodies is established for each New Approach directive, by usually 

making use of existing structures. Each group has a technical secretariat and a president. The 
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cooperation is limited to technical problems relating to conformity assessment in order to ensure 

a uniform application of the technical provisions of the New Approach directives.  

In recognition of the fact that notified bodies fulfill tasks delegated to them by public 

authorities they must take part in coordination activities organized by the Commission. If a body 

refuses to cooperate, the notification may be withdrawn. However, the notified bodies are not 

obliged to participate in meetings at European level, if they keep themselves informed of, and 

apply as general guidance, the administrative decisions and documents produced by their group, 

whether they have taken part in the meetings or not.  

The groups of notified bodies are composed of representatives of notified bodies (119). To 

achieve a higher degree of efficiency in their work the groups can set up subgroups with a 

restricted number of participants to discuss specific technical questions. The Commission is 

represented in the groups. Governmental experts and representatives of the authorities directly 

responsible for the effective implementation of the directives can participate as observers in 

the groups. The European standards organizations (CEN, Cenelec and ETSI) will be represented in 

the groups when such issues arise. The groups will also relevant European federations or 

representatives of other interested parties as observers. Where the groups of notified bodies 

have to treat subjects of a confidential nature, the participation in meetings will be restricted 

as deemed necessary.  

 

 

（参考資料２） 

○UKASとDTIとの間のMOU 

 

Article 1 

  The secretary of State recognizes UKAS as the sole national body, for the duration of this 

Memorandum, for the assessment and accreditation of conformity assessment bodies whose activities 

include sampling, testing, calibration, inspection or certification, including the certification 

of products, personnel or systems (including environmental management and audit system). 

 

Article 2 (ii) 

  The Secretary of State will ensure that, where testing, inspection and certification is required 

to demonstrate compliance with Directives, Regulations, Decisions, Opinions or Recommendations 
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of the European Community, or any regulations, guidelines or similar rules or recommendations 

of any international institution, Government will normally specify the use of laboratories, 

inspection bodies or certification bodies accredited or recommended by UKAS.
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第４部 欧州におけるラベリング･マーク制度に関する議論の動向 

 

1．Keymark制度の動向 

1.1 Keymark制度とは 

 

 

 Keymark の正式名称は”CEN/CENELEC European Mark”で、1992 年に設立された。これは、｢欧州

経済における欧州規格の役割｣という1992年に発効された欧州委員会決議（Council Resolution of 

18 June 1992 on the role of European standardization in the European economy, OJ C 173/1）

(別添参考資料参照)のパラグラフ20を受けたものである。 

 以下に抜粋を示す。 

 

Council Resolution of 18 June 1992 on the role of European standardization in the 

European economy 

20. INVITES the European standards organizations to continue their discussions on a 

possible harmonized expression of conformity with European standards; 

 

 その後、1993～1994年にKeymarkのシステムが開発され、1995年に運用が開始された。 

 その目的は、 

－製品、サービスまたはシステムが、該当する欧州規格(または国際規格)に適合することを保証

し、欧州域内での流通を促進する－ 

－同様な複数のマークによる消費者の混乱を排除する－ 

ことにあり、既に各国に存在する各種製品品質保証マークの欧州域内共通版を策定し、将来的に
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は、各国のマークに代替して欧州内の単一の品質保証マークとなることを目指していたものであ

る。 

 Keymark には上記の図柄が規定されており、製品に添付するか、パッケージに添付することがで

きる。 

 Keymark制度はCEN/CENELECが所有しており、上記のマークの商標もCEN/CENELECが有している。 

 

 現在、30製品が対象となっており、約150のEN規格がそのベースとなっている。 

 対象製品及び規格のリストは、別添参考資料を参照されたい。 

 

1.2 適合性評価のシステム 

1.2.1 製品認証の手続き 

 Keymark 制度における製品認証システムは、主に、品質管理と型式認可から構成される。そのシ

ステムはJIS（日本工業規格）マーク制度にも良く似ている。 

 Keymark の添付をしたい製造業者は、申請書を認証機関に提出するが、その前提として、品質管

理システムの確立が要求される。これは、Keymark システム上は FPC(Product related factory 

production control)と呼ばれる。この品質管理は、ISO9000をベースとしている。 

申請を受理した認証機関は、申請者と協議の上、事前の検査、型式試験(ITT：Initial inspection 

and initial type test)を行う。すなわち、ISO9000 を遵守したドキュメントの整備状況、該当生

産ラインでのFPCの遵守状況、製品の試験・検査の実施状況等を含む事前審査を行う。さらに、通

常は、少なくとも一つのテストサンプルを持ち帰り、製品の適合性試験を実施する。 

ITTの審査結果は、文書にまとめられ、申請者に通知される。 

認証機関は、認証を与えた事業者に対し、定期監査を実施する。少なくとも年1回は文書類の審

査を行い、2 年に 1 回は製品のサンプルテストを行う。必要であればマーケットから製品を購入す

ることもある。 

 

1.2.2 認証機関の認定 

 製品認証を行う認証機関は、CENのメンバー国かCEN-Affiliatesと呼ばれるCEN賛助会員国（CEN

との契約のもと EN 規格を出版している国）であることが求められ、CEN メンバーボディーまたは

CEN-Affiliatesメンバーボディーを経由して、CEN Certification Board(CCB)で認定(empower：権

能付与)される。 

 製品認証機関には、当然、ISO/IECガイド65が適用される。 

 現在、EU加盟国13カ国、20の機関が認定されている。 
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 以上のKeymark制度の詳細は、CEN/CENELEC Internal Regulation Part4: Certificationで規定

されており、全文を別添参考資料として添付する。 

 

1.3 Keymark制度の問題点：拡大しない利用状況 

1.3.1 運用が限定されているKeymark制度 

 設立の決定から10数年、運用開始からも約10年経過したKeymark制度であるが、その利用･活用

は遅々として進まない状況である。 

 これには、 

・ Keymark制度以前から、欧州においては主要な品質保証マークが存在しており、Keymark制

度と既存のマーク制度との間には利害対立があった。 

・ Keymark は新たに構築された制度であり、既存マークのほうが消費者に良く知られており、

国内マーケットで見れば事業者にとっても魅力的であった。 

・ 既存のマーク制度との融合、Keymark制度への円滑な移行を考慮に入れ、Keymark制度の認

証機関を既存の品質保証マークの認証機関に事実上限定していた。 

ことなどが考えられる。 

 特に 3 番目の制限は、Keymark 制度導入当初に既存の品質保証マーク実施主体との関係から生じ

ているものである。すなわち、CEN/CENELEC のメンバーは既存のマーク制度から収入を得ており、

Keymark の導入はその収入の減少を意味する。その観点から、各メンバーは Keymark 制度はあくま

で既存のマークの補足的なものと位置付けすることを主張し、また、CEN も、既存のマークと競合

するのは望ましくないとの判断から、Keymark 制度を既存制度との共存システムに限定したものと

考えられる。 

 この制限条項については、CEN/CENELEC のさまざまな文書を見ても、なかなか明確に規定されて

いないのであるが、Internal Regulationの中の次の2つのセンテンスから推量することができる。 

 

 先ずは、Keymarkと既存の品質保証マークとの関係につき、移行期間として共存を容認し、5年後

にレビューする旨の規定がある。 

 

CEN/CENELEC Internal Regulation Part4: Certification  

A.2.7 Other marks 

The use of the CEN/CENELEC European Mark does not prejudice the use of other 

certification marks on the product. 
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Taking into account the market value of existing national certification marks, 

it may be acceptable for the benefit of the introduction on the market of the 

CEN/CENELEC European Mark, to allow manufacturers, at least during a transitional 

period, to put on their products additional certification marks covering the same 

specifications, subject to any specific conditions defined in the rules of the 

related CEN/CENELEC European Mark Scheme. 

It is up to the market to decide on the value of using the national marks in the 

way mentioned above and on the time needed to adopt the CEN/CENELEC European Mark. 

This transitional measure shall be reviewed after 5 years. 

 

次に、認証機関の限定の根拠規定として次の文章がある。 

 

B.1.0 General 

The Keymark is to be licensed for use in conjunction with the marks of existing 

national certification systems demonstrating conformity with (European) 

standards and operated by Certification Bodies in Europe which have been empowered 

by the CEN Certification Board. Acceptance of these certification systems by the 

CEN Certification Board will be conditional on demonstrating conformity with the 

"CEN Keymark Scheme Rules", described below. 

 

 この CEN/CENELEC Internal Regulation Part4: Certification は全文を参考資料に添付するの

で参照されたい。 

 

1.3.2 危機感を抱く欧州委員会 

 以上のような状況に対応し、欧州委員会では、Keymark 制度の予想外の不振に危機感を抱いてい

るようである。 

 2001年12月に、欧州委員会は、”Consultation Document Prepared by the Directorate General 

for Enterprise on the review of the New Approach”という文書を公表し、各メンバー国、各国

標準化機関、産業界等へのコンサルテーションを開始している。この文書では、CEマーキング制度

を含む欧州の基準認証制度全般の課題を取り上げているが、Keymark 制度については、以下のよう

な強い危機感を表明している。 
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Consultation Document Prepared by the Directorate General for Enterprise on the review of 

the New Approach  Date: 13 December 2001 

2.4. The CE conformity marking 

………………. In addition, attempts have been made to introduce European level 

marks, such as the CEN/CENELEC Keymark,15 but this has met with limited success. 

The challenge is to promote European-wide voluntary "quality" marks that provide 

added-value and that gradually should replace nationally based marks, instead 

of merely complementing or duplicating them. 

 ……………….. In addition, the Commission intends to launch a consultation 

concerning the establishment and promotion of European-wide voluntary 

“quality” marks different from the CE marking. 

 

 ここで、欧州委員会企業総局は、Keymark制度が部分的にしか成功していないことを率直に認め、

新たな、欧州ワイドの任意の品質保証マークを創設し、拡大していくためのコンサルテーションを

開始することを明記している。 

 

1.4 Keymark制度の今後の方向性①：Internal Market Strategy Priorities 2003-2006 

 上記のようなコンサルテーションを受けて、欧州委員会は、Keymark 制度につき一つの方向性を打

ち出した。 

 これはあくまで方向性であり、結論ではないが、これが、欧州域内の統一市場に向けた戦略の中で

位置付けられたことは注目に値する。 

 2003 年 5 月 7日に公表された“Internal Market Strategy Priorities 2003-2006”で、この中の

10の優先分野に以下の記述がある。 

 総論では、各国毎に設定、運用されている国のマーク制度は、欧州市場を分断し、消費者の混乱を

招くリスクがあることから、欧州の任意のマーク制度を強化する必要があり、そのために、国レベル

及び欧州レベルの任意マーク制度につき、包括的な検討を行うことを宣言しているものである。 

 以下に、“Internal Market Strategy Priorities 2003-2006”の該当部分の抜粋を示す。 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

Internal Market Strategy 

Priorities 2003 - 2006 
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Part B: Priorities 

1. FACILITATING THE FREE MOVEMENT OF GOODS 

b) Actions 

3. European standards play a particularly vital role in the implementation of New Approach 

Directives. Currently, it takes far too long to develop standards. The European 

standardisation organisations and industry must work together to speed up the process. There 

is also a need to ensure quality20 in the production of standards and their uniform 

transposition into national standards, including in the new Member States. The promotion of 

European voluntary marks needs to be reinforced, since nationally controlled marks may have 

a fragmentary effect. The Commission will ensure implementation of these aims, in particular 

through partnership and performance contracts that it will sign with the European 

standardisation organisations in 2003. The aim is to link Community financial support for 

these organisations to clear performance criteria. 

 

 さらに、具体的な行動計画として、ANNEXに次のような計画を掲げている。 

 

The Commission to undertake a comprehensive study on voluntary marking at national and 

European level. In the light of the results, the Commission to consider ways of enhancing 

their positive effects and reducing the risk of market fragmentation and confusion on the 

part of consumers. 

 

 この計画のタイムスケジュールとして2004年6月を設定しているが、 実際何が行われたかについ

ての情報は入手できていない。 

 

 この内容は、具体的な解決方法を示すものではないが、欧州委員会として、欧州市場の統一のた

めに、域内共通の品質保証マークの整備に本腰を入れるとのメッセージとも読める。 

 

1.5 Keymark制度の今後の方向性②：DIN CERTCOのアプローチ 

 もう一つの方向性として特記できるのがDIN CERTCO（ドイツ規格協会DINの適合性評価外部機関）

の取り組みであろう。 

 先に述べたように、Keymark 制度は、事実上、各国の品質保証マークと一緒に運用することとなっ
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ており、認証機関も各国独自のマーク制度の認証機関に限定されている。いわば、各国の品質保証マ

ーク制度を保有する者は、Keymarkの独占使用を認められているようなものである。 

 ただし、各国の品質保証マークも特定のものを指しているわけではなく、国によっては複数のマー

ク制度が競合している場合もあることに留意が必要である。 

 その割には、各国のマーク制度保有機関の動きは鈍かったといわざるを得ない。一つは、前述した

ように、既存のマークと競合関係になること、さらには、Keymark の国内認知度が低く、ニーズが低

かったことがあげられる。 

 しかしながら、現在は状況が変わってきているようである。 

 ドイツの取り組みはその一例であるが、DIN CERTCO においては、2002 年 10 月に初めてのKeymark

制度を立ち上げて、現在、熱心にその拡大に取り組んでいるところである。その背景は次のとおりで

ある。 

 

（１）Keymark制度に変わる新たな品質マーク制度創設の可能性 

 前述したとおり、2001年のコンサルテーションで、欧州委員会は、現在のKeymark制度の現状

に対し強い不満の意を表し、新たなマーク制度の創設も検討する旨の提案を行った。また、

“Internal Market Strategy Priorities 2003-2006”策定の間、欧州委員会とCENの間でのやり

取りがあったとも考えられる。その過程で、新たなマーク制度を創設するよりは、Keymark の現

行制度のままで、すなわち、特権的な地位を認められている中で Keymark を推進することにメリ

ットを感じたのではないかと考えられる。 

 DIN CERTCO とのヒアリングの中で、欧州委員会が新たな品質保証マークの創設を検討したが、

結局既存の品質保証マークとの共存を進めることとしたとの発言があったのも、これを補強する

情報のように思われる。 

 

（２）欧州の拡大による欧州統一マークへのニーズの向上 

 2004年に、欧州連合は15カ国から一挙に10カ国増加して、25ヵ国となった。 

 既に、西欧の生産工場が、人件費の低い東欧に向けて大規模な移転を始めている。このような

中、西欧の消費者は、東欧諸国で生産された製品への不安を抱き、品質保証を求めるとともに、

東欧の事業者も巨大市場である西欧の消費者に受け入れられるための品質表示に対するニーズが

高まることが予想される。 

 一方で、東欧の事業者にしてみれば、各国毎に異なるマーク制度に適用しようとすると複数の

適合性評価を受ける必要が出て極めて煩雑になり、欧州統一の品質保証マークに対するニーズが

高まっていくものと思われる。 
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 このような市場の変化を先取りする形で、各国のマーク制度が対応してきていると考えられる。 

 2003 年の“Internal Market Strategy Priorities 2003-2006”もまさにこのような事態を念頭に

おいており、そういった意味では、実に良いタイミングでの戦略策定であったといえる。 

 

1.6 Keymark制度の今後の方向性③：既存のマーク制度との連携の廃止 

 2004年12月、CENはKeymark制度の運用を改正し、それまでは、前述の通り、Keymarkの認証機関

は自らの品質保証マークとコンビネーションをとる形でのみ Keymark 認証を行うことができたが、

2005年からは、Keymarkのみの認証が可能となった。 

 これは、大きな意味を有する。 

 従来、既存の品質保証マークとの連携を重視していた運用から、Keymark 単独での適合性評価制度

に移行させることとなる。 

 従来、Keymark制度と既存のマーク制度との義務的連携については、以下のような批判があった。 

・ 既存のマーク制度と Keymark 制度のために、同様なマークに二重の料金を払わなければな

らないこと。 

・ マーク制度の増加は混乱を招くとともに、実際上、添付が困難（小さな製品に多すぎるマ

ーク）であること。 

 さらに、上記の通り、欧州委員会においても、既存のマークとKeymarkとの連携は、市場の混乱を

招くとの意見が強くなってきており、欧州委員会が各国の標準化機関が欧州統一市場の邪魔をしてい

るとの認識を強めてきている。 

このような批判、さらに、Keymark制度の拡大により、収入増の可能性があることを踏まえ、Keymark

を欧州統一品質保証制度として本腰を入れてCEN自らが対応していくことを示しているものと思われ

る。従来は、Keymark の普及は既存の品質保証マーク制度に依存していたものを、独立して普及させ

るものである。この背景には、欧州委員会の提言がもちろんあるが、欧州連合の拡大が特に強く影響

していると思われる。 

 すなわち、欧州の拡大により、Keymark単独で成長していく可能性があるとの読みであろう。 

 この方向性が正しいかどうかは今後のKeymark制度の拡大動向によって判断されると思われるが、

DIN CERTCOをはじめとする各国家品質保証マーク制度にKeymarkとの連携をより促進させる効果はあ

ったものと考えられる。 
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2．DIN CERTCOの動向 

2.1 DIN CERTCOの 近の動き：TUVラインランドグループとの統合 

DIN CERTCOはドイツでもよく認知されている認証機関である。 

 1972 年に”DGEK”（German Society for Products Mark：ドイツ製品マーク協会）として発足し、

DIN傘下の企業としてDIN規格への適合性評価を実施してきている。 

 本部はベルリンにあり、アーレンとボンに国内支部、中国、ギリシャ、イタリア、韓国、チェコ、

トルコに海外支部を有する。スタッフ数は20名である。 

DIN CERTCOは2つの製品認証制度を有しており、約250の製品、サービス等をカバーし、2004年の

認証数は約1万300件にのぼる。 

その他にDIN規格への自己適合宣言の登録スキームを有しており、2004年の登録数は約450である。 

それぞれのマーク制度の詳細については後で詳細に触れる。 

 

近の特筆すべき点として、DIN CERTCO と TUV ラインランドグループとの統合がある。正確には、

統合ではなく、DIN CERTCO の資本の80％を TUVラインランドグループが有し、残りの20％を DINが

所有するという形をとるもので、DIN CERTCOはそのままで事業を継続することとなる。 

TUVラインランドグループは自動車の型式認定や圧力容器の検定を得意とする認証機関、試験所で、

欧州のみならず、世界的に活動しており、日本にも支部があり、IEC/CBスキーム上日本のNCBとして

の登録も行っている機関である。 

これにより、DINは規格作成活動に資源を集中でき、DIN CERTCOはTUVラインライドグループの世

界ネットワークを使って、国際展開できるというメリットがある。TUV にとっては、ドイツ国内で圧

倒的な認知度を有するDINマーク制度との連携が取れるというメリットがある。 

 

2.2 DIN CERTCOの2つのマーク制度 

2.2.1 DIN Gepruftマーク 

 

 

 DIN GepruftマークはDIN CERTCOの中で もよく認知されているマークである。Gepruftとはテ

ストという意味であり、DIN規格への適合性をテストしたマークといった意味である。 

 対象分野は13分野で、それぞれの分野に複数の製品が対象となっており、全部で約250品目とな
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る。13分野は以下の通りである。 

・ 暖房･冷房技術分野 

・ 建築分野 

・ 水道主要機器 

・ 自動車用周辺製品（ナンバープレート等） 

・ 燃料 

・ 夜間保安システム 

・ 情報技術 

・ 医療機器 

・ パッケージ 

・ 環境 

・ 通信機器 

・ 目の保護器具 

・ バリアフリー建築及び設計 

これらの実際の認証の割合は、 

・ 暖房･冷房技術：３９％ 

・ 自動車周辺機器：２７％ 

・ 目の保護器具：２３％ 

・ 建設：６％ 

・ 情報･通信技術：２％ 

・ その他：3％ 

となっている。 

この DIN Gepruft マークが Keymark とのコンビネーションマークになっており、事業者は、DIN 

GepruftとKeymarkの両方を製品につけることができる。 

 

2.2.2 DIN Plusマーク 

 

 

 DIN PlusマークはDIN規格への適合性とともに、規格を上回る品質、環境配慮等の実現した製品
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に添付されるマークである。 

 従って、省エネルギーの機器等が対象となる。 

 対象範囲は、DIN Gepruftと同様である。 

 

2.3 DIN CERTCO第3のマーク：DIN Collective Marks(自己適合マーク制度) 

 

 

 

 DIN CERTCO でユニークな取り組みが、DIN規格への適合について、事業者が自己適合宣言をする場

合において、登録手続きを経ることにより、DIN のロゴを製品(またはパッケージ)に添付することが

できるという制度である。 

 DINは本システムのためのDIN独自のルールを有しており、以下のような手続きが取られる。 

 

①事業者による登録申請 

 事業者は、DIN CERTCOに、自らが製品またはサービスを製造または市場に供給しており、これら

の製品、サービスがどのDIN規格またはDIN-EN規格に適合しているかを宣言し、登録の申請を行う。 

 この際、事業者は、DINまたはDIN ENマークを損なうことの無いよう、例えば以下のような行為

を避ける責務を負う。 

   －適合していない製品・サービスへのマークの使用 

   －適切な要求への不適合 

   －登録されていない番号の使用 

 

②DIN CERTCOによる登録 

 上記の条件をみたした場合、申請された製品・サービスは、DIN CERTCOによって、指定されたDIN

規格、DIN-EN規格に(適合するものとして)登録される。 

 DIN CERTCOは事業者に対し、登録された製品・サービスにおいて、DINまたはDIN ENマークとと

もに使用される登録番号を付与する。 

 なお、DINはISO/IECガイド22をベースとした規格を有し、また、17050に基づくDIN規格を策

定する予定であるが、DIN Collective Mark システムにおいて、これらのガイド・規格を要求事項

としては使用していない。 
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③マークの不適切な使用 

 マークまたは登録番号の不適切な使用は、DIN CERTCOによって禁止される。そのような事態が発

生した場合には、損害賠償を求める場合もある。 

 

④登録コスト 

 登録にあたっては、DIN CERTCO の料金表にしたがって、登録料を支払う必要がある。これには、

登録料金と年間料金とがある。 

 

⑤登録の有効期限 

 登録の有効期限は1年であるが、事業者から登録取り消しの申請が無い限り、自動的に更新され

る。取り消しの申請は、年末の30日前までに行わなければならない。 

 

 上記のシステムのすべての法的根拠は、ドイツ連邦商標法であり、DINマーク及びDIN-ENマークは、

ドイツの商標として法的登録されている。 

 これらの法的バックグラウンドをベースに、上記のDIN CERTCOのルールが制定されており、登録手

続きや損害賠償規定が定められている。 

 ドイツにおいては、1994年に商標法が改正され、マークの使用についての報告が必要になり、それ

を受けて、1995年にDINの商標保護のために、DIN Collective Markルールを策定した。 

 もともとは、自己適合については、DINもDIN CERTCOも登録等の手続きは有さず、事業者がDINの

ロゴを自己適合表示として使用していたようであるが、1996年までの移行期間を経て、1997年から登

録が義務付けられた。 

 1998年には、ルールが改正され、DINマーク及びDIN-ENマークが対象となった。現在はさらに、DIN 

EN ISOの3つの機関名称を並べたマークが追加されている。 

 DINもしくはDIN CERTCOにおいては、DIN Collective Markが適切に運用されているかどうか、不

適合製品にマーク表示がなされていないか等の監視のためのマーケットサーベイランスシステムは有

していない。 

そのような事実が発覚した場合、もしくは、何らかのクレームがあった場合に対応している。 

 

 

 

 94



参考資料集 

 

（参考資料１） 

 

31992Y0709(01) 

 

Council Resolution of 18 June 1992 on the role of European standardization in the European 

economy 

Official Journal C 173 , 09/07/1992 p. 0001 - 0002 

 

COUNCIL RESOLUTION of 18 June 1992 on the role of European standardization in 

the European economy (92/C 173/01) 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

 

1. RECALLING its conclusions on standardization of 16 July 1984 and its resolution of 7 May 1985 

on a new approach to technical harmonization and standards (1); 

2. RECALLING the Community's policy of opening up public procurement, which gives importance to 

European standardization by requiring that the contracting authorities in Directives 71/305/EEC 

(2), 77/62/EEC (3), and 90/531/EEC (4) refer to European standards; 

3. RECALLING the objectives of the Single Act, including the strengthening of economic and social 

cohesion; 

4. RECALLING the Commission communication on an industrial policy in an open and competitive 

environment the conclusions of which were approved by the Council on 26 November 1990; 

5. RECALLING the need for European standards to ensure the interoperability of the trans-European 

networks in the spirit of the conclusions of the Maastricht European Council; 

6. TAKING INTO CONSIDERATION that the extensive and significant discussions among all the parties 

concerned on the future development of European standardization further to the publication of 

the Commission communication of 16 October 1990 (5) has highlighted the strategic importance 

of standardization for the European market; 

7. TAKING INTO CONSIDERATION the opinion of the European Parliament (6), and that of the Economic 

and Social Committee (7), the opinion of the interested parties expressed during consultations 

on that communication and the Commission communication to the Council dated 20 December 1991 
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on standardization in the European economy (8); 

8. REITERATES the importance of a cohesive system of European standards, organized by and for 

the parties concerned, based on transparency, openness, consensus, independence of vested 

interests, efficiency and decision-taking on the basis of national representations; 

9. CONSIDERS that European standardization, while organized on a voluntary basis, also serves 

the public interest and therefore believes that it is necessary to pursue and extend a partnership 

at European level between the Community and the European standards organizations; 

10. CONFIRMS the interest of an international standardization system capable of producing 

standards that are actually used by all the partners in international trade and of meeting 

the requirements of Community policy; 

11. ENDORSES the desire to avoid the fragmentation of work on European standardization and 

increased bureaucracy at the expense of efficiency;  

12. WELCOMES the steps already taken by European standards organizations as part of the 

aforementioned discussions and in particular the decisions relating to efficiency, openness 

to economic and social partners organized at European level, the transparency of 

standardization activities and the visibility, accessibility and clear identification of 

European standards, cooperation with third countries, and the agreements with other 

international standards organizations, and expresses its interest in these efforts being 

pursued; 

13. STRESSES the urgent need for high-quality European standards both for the application of 

Directives and the implementation of European policies and to respond to market needs; 

14. STRESSES the need to increase the effective availability of European standards at national 

level through their systematic transposition into national standards, so that they may be 

widely circulated and Community acts efficiently applied; 

15. STRESSES the importance of strengthening links between research and development activities 

and standardization; 

16. WILL CONTINUE, wherever possible, the new approach set out in its resolution of 7 May 1985 

(9) for the implementation of the Community's technical harmonization policy; 

17. CONSIDERS that the use of European standards should be further encouraged as an instrument 

of economic and industrial integration within the European market and as a technical basis 

in support of legislation, in particular in defining technical specifications for products 

and services or for testing methods to be used in other areas falling within the scope of 
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Community legislation; 

18. INVITES the European standards organizations to strengthen their coordination in order to 

optimize the organization of work in view of the limited resources available; 

19. ENCOURAGES the European standards organizations jointly to continue and increase their 

consultations on a regular basis with all the parties concerned, including small and 

medium-sized undertakings; 

20. INVITES the European standards organizations to continue their discussions on a possible 

harmonized expression of conformity with European standards; 

21. INVITES the Commission, where appropriate, to apply the principle of referring to European 

standards in future draft Community legislation; 

22. INVITES all interested economic circles to organize at European level and coordinate more 

closely in order to play a constructive and more effective part in their own right in European 

standardization activities; 

23. INVITES Member States to take all appropriate measures to encourage their national standards 

organizations to comply with the common rules of European standards organizations of which 

they are members and take effective part in European standardization discussions; 

24. UNDERTAKES TO CONTINUE to grant financial aid, within the limits of overall budget constraints, 

to European standards organizations so that the standards required for Community legislation 

and policies can be developed. 

 

(1) OJ No C 136, 4. 8. 1985. 

(2) OJ No L 185, 16. 8. 1971, p. 5. 

(3) OJ No L 13, 15. 1. 1977, p. 1. 

(4) OJ No L 297, 29. 10. 1990, p. 1.(5) OJ No C 20, 28. 1. 1991, p. 1. 

(6) OJ No C 240, 16. 9. 1991, p. 208. 

(7) OJ No C 120, 6. 5. 1991, p. 28. 

(8) OJ No C 96, 15. 4. 1992, p. 2.(9) OJ No C 136, 4. 6. 1985, p. 1. 
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（参考資料２） 

 

Keymarkの対象製品と対象規格一覧 

 

 

アドミタンス空気バルブ（Air admittance valves）

EN 12380, Air admittance valves for drainage systems - Requirements, test methods and evaluation 

of conformity 

 

ミルクタンククーラー（Bulk milk coolers）

EN 13732, Bulk milk coolers on farms 

 

陰極防蝕（Cathodic protection）

EN 12068, Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of 

buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and 

shrinkable materials 

 

コンクリート及び関連製品（Concrete and related products）

EN 450, Fly ash for concrete - Definitions, requirements and quality controle 

 

コンドーム（Condoms） 

EN 600, Natural rubber latex male condoms 

 

弾性シール（Elastomeric seals） 

EN 681-1, Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and 

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber 

 

スレートパイプ（Fibre-cement pipes） 

EN 512, Fibre-cement products - Pressure pipes and joints 

EN 588-1, Fibre-cement pipes for sewers and drains - Part 1: Pipes, joints and fittings for 

gravity systems 
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スレート板（Fibreboards） 

EN 622-1, Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements 

EN 622-2, Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards 

EN 622-3, Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards 

EN 622-4, Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards 

EN 622-5, Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards (MDF) 

 

床暖房（Floor heating） 

EN 1264-1, Floor heating - Systems and components - Part 1: Definitions and symbols 

EN 1264-2, Floor heating - Systems and components - Part 2: Determination of the thermal output 

EN 1264-3, Floor heating - Systems and components - Part 3: Dimensioning 

EN 1264-4, Floor heating - Systems and components - Part 4: Installation 

 

作業用靴（Footwear for professional use） 

EN 344, Requirements and test methods for safety, protective and occupational footwear for 

professional use 

EN 345, Specification for safety footwear for professional use 

EN 345-2, Safety footwear for professional use - Part 2: Additional specifications 

EN 346, Specification for protective footwear for professional use 

EN 346-2, Protective footwear for professional use - Part 2: Additional specifications 

EN 347, Specification for occupational footwear for professional use 

EN 347-2, Occupational footwear for professional use - Part 2: Additional specifications 

 

家具（Furniture） 

EN 527-1, Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions 

EN 527-2, Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements 

EN 527-3, Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the determination 

of the stability and the mechanical strength of the structure 

EN 581-1, Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 

1: General safety requirements 

EN 581-3, Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 

3: Mechanical safety requirements and test methods for tables 
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EN 716-1, Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety 

requirements 

EN・716-2, Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods 

EN 1021-1, Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition 

source: Smouldering cigarette (ISO 8191-1:1987 modified) 

EN 1021-2, Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition 

source: Match flame equivalent (ISO 8191-2:1988 modified) 

EN 1022, Domestic furniture - Seating - Determination of stability 

EN 1023-1, Office furniture - Screens - Part 1: Dimensions 

EN 1023-2, Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements 

EN 1023-3, Office furniture - Screens - Part 3: Test methods 

EN 1153, Kitchen furniture - Safety requirements and test methods for built-in and free standing 

kitchen cabinets and work tops 

EN 1335-1, Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions 

EN 1335-2, Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements 

EN 1335-3, Office furniture - Office work chair - Part 3: Safety test methods 

EN 1727, Domestic furniture - Storage furniture - Safety requirements and test methods 

EN 13761, Office furniture - Visitors chairs 

 

排水溝カバー及びマンホールカバー（Gully tops and manhole tops） 

EN 124, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements - 

Type testing, marking 

 

暖房費配当器（Heat cost allocators） 

EN 834, Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators 

- Appliances with electrical energy supply 

EN 835, Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators 

- Appliances without an electrical energy supply, based on the evaporation principle 

 

ヘルメット（Helmets） 

EN 397, Industrial safety helmets 
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鉄製配管、ジョイント（Iron pipes, fittings and joints） 

EN 545, Ductile iron, pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - 

Requirements and test methods 

EN 598, Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage application - 

Requirements and test methods 

EN 877, Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water 

from buildings - Requirements, test methods and quality assurance 

EN 969, Ductile iron pipes, fittings accessories and their joints for gas pipelines - Requirements 

and test methods 

EN 12842, Ductile iron fittings for PVC-U or PE piping systems - Requirements and test methods 

 

梯子、脚立（Ladders and step stools） 

EN 131-1, Ladders - Terms, types, functional sizes 

EN 131-2, Ladders - Requirements, testing, marking 

EN 1147, Portable ladders for fire service use 

EN 14183, Step stools 

 

ラミネートシート（Laminated sheets） 

EN 438-1, Decorative high-pressure laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins - Part 

1: Specifications (ISO 4586-1:1987, modified) 

 

パーティクルボード（Particle boards） 

EN 312-1, Particleboards - Specifications - Part 1: General requirements for all board types 

EN 312-2, Particleboards - Specifications - Part 2: Requirements for general purpose boards for 

use in dry conditions 

EN 312-3, Particleboards - Specifications - Part 3: Requirements for boards for interior fitments 

(including furniture) for use in dry conditions 

EN 312-4, Particleboards - Specifications - Part 4: Requirements for load-bearing boards for use 

in dry conditions 

EN 312-5, Particleboards - Specifications - Part 5: Requirements for load-bearing boards for use 

in humid conditions 
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EN 312-6, Particleboards - Specifications - Part 6: Requirements for heavy duty load-bearing 

boards for use in dry conditions 

EN 312-7, Particleboards - Specifications - Part 7: Requirements for heavy duty load-bearing 

boards for use in humid conditions 

 

目保護器具（Personal eye protection） 

EN 166, Personal eye-protection – Specifications 

EN 169, Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance 

requirements and recommended use 

EN 170, Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and 

recommended use 

EN 171, Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended 

use 

EN 172, Personal eye protection - Sunglare filters for industrial use 

EN 174, Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing 

EN 175, Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied 

processes 

EN 207, Personal eye-protection - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser 

eye-protectors) 

EN 208, Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems 

(laser adjustment eye-protectors) 

EN 379, Specification for welding filters with switchable luminous transmittance and welding 

filters with dual luminous transmittance 

EN 1598, Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips 

and screens for arc welding processes 

EN 1731, Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical 

hazards and/or heat 

EN 1836, Personal eye protection - Sunglasses and sunglare filters for general use 

EN 1938, Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users 

EN 12254, Screens for laser working places - Safety requirements and testing 

EN 13178, Personal eye-protection - Eye protectors for snowmobile users 
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プラスチック配管システム、及び、ダクトシステム（Plastic piping systems and ducting systems） 

EN 1329-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within 

the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications 

for pipes, fittings and the system 

EN 1401-1, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings 

and the system 

EN 1451-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within 

the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings 

and the system 

EN 1452-1, Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

- Part 1: General 

EN 1452-2, Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

- Part 2: Pipes 

EN 1452-3, Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

- Part 3: Fittings 

EN 1452-4, Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

- Part 4: Valves and ancillary equipment 

EN 1452-5, Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) 

- Part 5: Fitness for purpose of the system 

EN 1453-1, Plastics piping systems with structured wall-pipes for soil and waste discharge (low 

and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 

1: Specifications for pipes and the system 

EN 1455-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within 

the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - Part 1: Requirements for 

pipes, fittings and the system 

EN 1456-1, Plastics piping systems for buried and above-ground drainage and sewerage under 

pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for piping 

components and the system 

EN 1519-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within 

the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings 

and the system 
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EN 1565-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within 

the building structure - Styrene copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1: Specifications for 

pipes, fittings and the system 

EN 1566-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within 

the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications 

for pipes, fittings and the system 

EN 1852-1, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - 

Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

EN 12202, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) 

EN 12318, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polethylene 

(PE-X) 

EN 12319, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) 

 

消火器（Portable fire extinguishers） 

EN 3-1, Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A and 

B fire test 

EN 3-2, Portable fire extinguishers - Part 2: Tightness, dielectric test, tamping test, special 

provisions 

EN 3-3, Portable fire extinguishers - Construction, resistance to pressure, mechanical tests 

EN 3-4, Portable fire extinguishers - Part 4: Charges, minimum required fire 

EN 3-5, Portable fire extinguishers - Part 5: Specification and supplementary tests 

EN 3-6, Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of 

portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5 

 

冷却器(ラジエーター)と対流式暖房機（Radiators and convectors） 

EN 442-1, Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements 

EN 442-2, Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating 

EN 442-3, Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity 

 

道路マーク塗料等（Road marking materials） 

EN 1423, Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures 

of the two 
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EN 1871, Road marking materials - Physical properties 

 

屋根被覆材（Roof covering products） 

EN 490, Concrete roofing tiles and fittings - Product specifications 

EN 492, Fibre-cement slates and their fittings for roofing - Product specification and test methods 

EN 494, Fibre-cement profiled sheets and fittings for roofing - Product specification and test 

methods 

EN 1304, Clay roofing tiles for discontinuous laying - Products definitions and specifications 

EN 12467, Fibre-cement flat sheets - Product specifications and test methods 

 

衛生水道栓（Sanitary tapware） 

EN 200, Sanitary tapware - General technical specifications for single taps and mixer taps (nominal 

size 1/2) PN 10 - Minimum flow pressure of 0,05 MPa (0,5 bar) 

EN 246, Sanitary tapware - General specifications for flow rate regulators 

EN 248, Sanitary tapware - General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr 

EN 817, Sanitary tapware - Mechanical mixers (PN 10) - General technical specifications 

 

断熱材（Thermal insulation products） 

EN 13162, Thermal insulation products for buildings ・Factory made mineral wool (MW) products 

- Specification 

EN 13163, Thermal insulation products for buildings ・Factory made products of expanded 

polystyrene (EPS) - Specification 

EN 13164, Thermal insulation products for buildings ・Factory made products of extruded 

polystyrene foam (XPS) - Specification 

EN 13165, Thermal insulation products for buildings ・Factory made rigid polyurethane foam (PUR) 

products - Specification 

EN 13166, Thermal insulation products for buildings ・Factory made products of phenolic foam (PF) 

- Specification 

EN 13167, Thermal insulation products for buildings ・Factory made cellular glass (CG) products 

- Specification 

EN 13168, Thermal insulation products for buildings ・Factory made wood wool (WW) products - 

Specification 
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EN 13169, Thermal insulation products for buildings ・Factory made products of expanded perlite 

(EPB) - Specification 

EN 13170, Thermal insulation products for buildings ・Factory made products of expanded cork (ICB) 

- Specification 

EN 13171, Thermal insulation products for buildings ・Factory made wood fibre (WF) products ・

Specification 

EN 13172, Thermal insulating products - Evaluation of conformity 

 

太陽熱温水器（Thermal solar products） 

EN 12975-1, Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General requirements 

EN 12975-2, Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods 

EN 12976-1, Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General 

requirements 

EN 12976-2, Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods 

 

木造物（Timber structures） 

EN 385, Finger jointed structural timber - Performance requirements and minimum production 

requirements 

EN 386, Glued laminated timber - Performance requirements and minimum production requirements 

EN 519, Structural timber - Grading - Requirements for machine strength graded timber and grading 

machines 

 

玩具（Toys） 

EN 71-1, Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties 

EN 71-2, Safety of toys - Part 2: Flammability 

EN 71-3, Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements 

EN 71-4, Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities 

EN 71-5, Safety of toys - Part 5: Chemical toys (sets) other than experimental sets 

EN 71-6, Safety of toys - Part 6: Graphical symbol for age warning labelling 

 

珪酸ガラスパイプ、ジョイント（Vitrified clay pipes, fittings and joints） 

EN 295-1, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 1: 
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Requirements 

EN 295-2, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 2: Quality 

control 

EN 295-3, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 3: 

Test methods 

EN 295-4, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 4: 

Requirements for special fittings, adaptors and compatible accessories 

EN 295-5, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 5: 

Requirements for perforated vitrified clay pipes and fittings 

EN 295-6, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 6: 

Requirements for vitrified clay manholes 

EN 295-7, Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 7: 

Requirements for vitrified clay pipes and joints for pipe jacking 
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（別 添） 
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GLOBAL RELEVANCYGLOBAL RELEVANCY
--THE ISO COUNCIL THE ISO COUNCIL 
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Dr. Mark W. Hurwitz, CAE
President and CEO, 
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ISO/TC/SC Chairs Conference
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Global Merchandise Trade  Global Merchandise Trade  -- 19501950--20002000
(In Billions US$)  (In Billions US$)  -- Source: NISTSource: NIST

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1950 1960 1970 1980 1990 2000



3

Growth of Developing Country Growth of Developing Country NSBsNSBs

0

5

10

15

20

25

30

35

Before
1950

1960s 1980s 2000+



4

Regional Economic CooperationRegional Economic Cooperation

The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 
Subcommittee on Standards and Conformance 
(SCSC) has established as its first priority: 

“Projecting Asia-Pacific views  - Discuss how to 
utilize the SCSC, its ad hoc Technical Groups 
(TGs), and its relationships with Specialist 
Regional Bodies (SRBs) to reflect Asia-Pacific’s 
views in international standardization activities.”



5

Regional Economic CooperationRegional Economic Cooperation

European Union documents set the strategic goal:
“. . . to become the most competitive and dynamic 
knowledge-driven economy in the world . . .”

And state:
“As standardization is a mainly market-driven activity, it is of 
key interest to European stakeholders to promote the 
European system and foster close links with international 
standardization outside Europe.  The Commission 
encourages European stakeholders to continue their efforts 
in this respect.”



6

Regional Economic CooperationRegional Economic Cooperation

Ministerial Declaration of the Free Trade Agreement 
of the America’s Sixth Meeting of Ministers of 
Trade states:

“. . . we consider important the strengthening of 
the ongoing trade integration processes within our 
Hemisphere, which can facilitate the achievement 
of full Hemispheric integration.”
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WTO/TBT, Annex 4, Paragraph 10WTO/TBT, Annex 4, Paragraph 10

Fundamental requirements for globally relevant standards: 
Effectively respond to regulatory and market needs (in the global 
marketplace);
Respond to scientific and technical developments in various 
countries;
Do not distort markets;
Have no adverse effects on fair competition;
Do not stifle innovation and technological development;
Do not give preference to characteristics or requirements of specific 
countries or regions when different needs or interests exist in other 
countries or regions;
Should be performance based as opposed to design prescriptive.
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ISO Strategies 2002ISO Strategies 2002--20042004

Strategic Initiative:

1.  Increasing ISO's market relevance  - by developing the 
ability to understand market needs and better serve them; 
and by assuring the best possible participation of enterprises 
and other market forces in the ISO system.
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ISO Strategies 2002ISO Strategies 2002--20042004

Key ISO Objectives:

1. ISO shall produce International Standards and actively promote 
their voluntary adoption and use to assist worldwide industry and 
trade.

2. ISO will foster and promote the use of International Standards to 
assist in harmonizing technical regulations and reducing technical 
barriers to trade.

5. ISO will encourage maximum implementation of ISO standards in 
order to facilitate global trade.

7. ISO shall have an organization capable of quickly adapting to 
change and to the needs of the world community, which it serves.
ISO shall perform as well as, or better than, any other international 
standardizing organization.
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ISO & Global RelevanceISO & Global Relevance

Recent History:
September 2001  - ISO Council charges the Council Standing 
Committee on Strategies (CSC/STRAT) to examine whether regional 
economic cooperation can impact the outcomes of ISO standards 
development processes.
January 2002  - ISO CSC/STRAT agrees that:

Regional economic cooperation could prospectively affect ISO 
processes;
TMB should consider global relevancy in general and the 
possible application of the IEC Global Relevancy Initiative 
approach in ISO.
ISO/CS should better educate member bodies on opportunities 
to participate to ensure broader participation.
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ISO & Global RelevanceISO & Global Relevance

September 2002  - ISO CSC/STRAT agrees to:
Collect updated information on the approaches used by 
the various existing regional organizations for the 
adoption and regional transposition of ISO standards; 
and
Undertake a strategic planning exercise, introducing 
“what-if” scenarios, and analysing the kinds of impact 
that the emergence of regional free trade areas might 
have on the ISO standardization system.
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ISO & Global RelevanceISO & Global Relevance

September 2002 - TMB notes that ISO standards may lack global 
relevancy due to:
Regional economic cooperative efforts and the exercise of regional 
dominance;
Lack of participation and influence in the ISO committees by 
countries needing to use the resulting standards; or
The development of ISO standards that are appropriate for 
application in developed countries but not in developing countries.

Therefore, the ISO/TMB concluded that a suite of possible options for 
addressing various scenarios may be more appropriate than 
defining a single solution for all cases.
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Global Relevance  Global Relevance  --
The ISO Council PerspectiveThe ISO Council Perspective

Conclusion

Thanks



ISO – Technical Management Board
View on Global Relevance and Values

ISO/TC/SC Chairs Conference
June 5 & 6, 2003

Geneva, Switzerland

Rob Steele
CEO Standards New Zealand

Member of the ISO TMB



Contents

What on earth is “global relevance” – and what 
has it got to do with Standards?
What does the TMB do?
Global relevance issues for Standardization and 
the TMB – Principles for Implementation of 
Global Relevance



What on earth is Global 
Relevance? – and what has it 
got to do with standards??!!

Global relevance – desired characteristic of an international 
standard that it can be used / implemented as broadly as possible 
by affected industries and other stakeholders around the world
Why is this an issue?

Pace of globalization and market integration
Ability to trade internationally therefore a key
Therefore global relevance for standardization is about

timely and appropriate development of standards
Relevant standards
Standards accepted worldwide
Industry, consumers and regulators interested in the subject





What does TMB do?

a+b) Establishes technical committees and appoints Chairs
c)  Allocate chairs and secretariats to Technical committees
d)  Approves titles, scopes and programmes of work for TC’s
e)  Ratifies establishment / disestablishment of SC’s by TC’s
f)  Allocates priorities, if necessary, of particular items of technical work
g)  Co-ordinates technical work, including allocation of responsibility to technical 

committees, and setting up groups to advise the TMB
h)  Monitors the progress of technical work (through ISO CEO) and takes 

appropriate action
i)   Reviews the need for and planning work in new technical areas
j)   Maintenance of ISO / IEC Directives and rules for technical work
k)  Considering matters of principle raised by National Standards Bodies (NSB’s), 

and appeals concerning new work proposals, committee drafts, enquiry drafts, 
or final drafts

* all of the above abbreviated from ISO Directives – Section 1.1



Global Relevance Issues 
for Standardization

Responding to needs
Avoiding regional dominance
Eliminating standards that refer to redundant technology
A Standards’ process – speed with integrity
Addressing lack of participation and therefore influence 
by countries that then use the resulting ISO Standards
Ensuring thought given to appropriate application in 
developing countries
Closer alignment with other international standards 
bodies – e.g. IEC



Global Relevance in 
Technical Work – TMB 
Principles

Status and meaning of an International Standard
Commitment to participate before work starts
Preference for Performance rather than Prescriptive - still 
reviewing “performance”
Alignment with many of the principles of IEC
Evolutionary development via other products?
Essential differences (Annex 3 to WTO TBT)
Participation is encouraged!
Training / communication of these principles
Hope to finalize / report back to Council September 2003



Summary

Global relevance shouldn’t be new concept 
TMB has a significant role to play
Set of principles largely developed in line with overall 

ISO strategy on this subject, substantial alignment with 
other international standards bodies
Taking a strict approach on what is or can be an 

international standard – must be globally relevant
Hope to finalize September 2003



Thank you!!
Questions and Comments



Global RelevanceGlobal Relevance

Stephen RussellStephen Russell
BSI member of the BSI member of the 

ISO Technical Management BoardISO Technical Management Board

ViceVice--Chairman of the CEN Technical BoardChairman of the CEN Technical Board



What is Global Relevance?What is Global Relevance?

ISO/TMB definition:ISO/TMB definition:

‘‘The desired characteristic of an International The desired characteristic of an International 
Standard that it can be used/implemented as Standard that it can be used/implemented as 
broadly as possible by affected industries and broadly as possible by affected industries and 
other stakeholders in countries around the worldother stakeholders in countries around the world’’



What is Global Relevance?What is Global Relevance?

Kevin Ennis says:Kevin Ennis says:

‘‘A globally relevant standard is a standard which is usedA globally relevant standard is a standard which is used’’

Mario Wittner thinks:Mario Wittner thinks:

‘One‘One--OneOne--One’One’

But is it the impossible dream?But is it the impossible dream?



Why is Global Relevance important?Why is Global Relevance important?

•• Growth in international tradeGrowth in international trade
–– $2,000 billion (1980) to $6,500 billion (2000)$2,000 billion (1980) to $6,500 billion (2000)

•• Regional initiativesRegional initiatives
–– European Union, APECEuropean Union, APEC……

•• ISO standardsISO standards
–– 13,500 adopted over 50 years13,500 adopted over 50 years
–– 20 countries vote 20 countries vote 

•• Developing countriesDeveloping countries



How do we achieve Global Relevance?How do we achieve Global Relevance?

•• Be flexible in approachBe flexible in approach
–– One size does not fit allOne size does not fit all

•• Take into account regulationsTake into account regulations
–– EU and FDAEU and FDA

•• Gain the commitment of all interested partiesGain the commitment of all interested parties
–– ManufacturersManufacturers
–– UsersUsers
–– Test houses and conformity assessment operatorsTest houses and conformity assessment operators
–– RegulatorsRegulators
–– SocioSocio--economic partnerseconomic partners
–– Developed and developing countriesDeveloped and developing countries

•• And their participationAnd their participation



How do we achieve Global Relevance?How do we achieve Global Relevance?

•• Go the performance routeGo the performance route
–– Horizontal approachHorizontal approach
–– Fewer commercial conflictsFewer commercial conflicts
–– Facilitates innovationFacilitates innovation
–– Standards require less frequent revisionStandards require less frequent revision

•• Alternative deliverables (e.g. ISO/TS)Alternative deliverables (e.g. ISO/TS)
–– As ‘stepping stones’ to an ISO standardAs ‘stepping stones’ to an ISO standard



IssuesIssues

1.1. Participation of developing countriesParticipation of developing countries
2.2. Available and competent expertsAvailable and competent experts
3.3. The cost toThe cost to TCsTCs andand SCsSCs of liaison membershipsof liaison memberships
4.4. The visibility of ISOThe visibility of ISO
5.5. Lack of data forLack of data for TCsTCs andand SCsSCs

…and two others



IssuesIssues

6.6. Obligatory national adoption of ISO standardsObligatory national adoption of ISO standards
–– May help market relevanceMay help market relevance

•• In some sectorsIn some sectors

–– Others say use is more importantOthers say use is more important
•• Adoption does not guarantee useAdoption does not guarantee use
•• EN 13445 EN 13445 ‘‘Unfired pressure vesselsUnfired pressure vessels’’
•• PD 5500 PD 5500 ‘‘Specification for unfired fusion welded pressure vesselsSpecification for unfired fusion welded pressure vessels’’
•• Other codes exist: ASME, CODAP,Other codes exist: ASME, CODAP, ADAD--MerkblattMerkblatt

–– Industry decides!Industry decides!



IssuesIssues
7.7. CEN and EuropeCEN and Europe

–– Bloc voting (ISO Council study)Bloc voting (ISO Council study)
•• 117/3563 (3.1%) failed DIS117/3563 (3.1%) failed DIS
•• 7/2883 (0.24%) failed FDIS7/2883 (0.24%) failed FDIS
•• CEN members voted with other ISO members CEN members voted with other ISO members 
•• Or were split when voting against an ISO draftOr were split when voting against an ISO draft

–– Common view in TCsCommon view in TCs
•• Similar (but not identical) national practicesSimilar (but not identical) national practices
•• Understandable and not wrongUnderstandable and not wrong

–– European legal requirementsEuropean legal requirements
•• Distorts global relevanceDistorts global relevance
•• Is WRONG!Is WRONG!
•• BUT only 30% of CEN programme is mandated!BUT only 30% of CEN programme is mandated!

–– CEN/BT WG 152 CEN/BT WG 152 ‘‘Global RelevanceGlobal Relevance’’



Medical devices for
administration of medicinal products

Global relevance – my experience

Jørn Rex



TC 84 - Global relevance is the goal obtained by:

• A scope fulfilling the present market needs 

• Active involvement of governmental representatives 

• Participation by the essential stakeholders

• Limited number of work items

• Working for joint goals

• Performance-based requirements



Scope fulfilling the present market needs

Group of stakeholders

ISO/TC XXX

ISO/TC YYY

IEC/TC XXX

Some requirements
Some products

-
ISO/TC ZZZ

WG ZZ

Stakeholders for 
personal administration 
of medicinal products+ ISO/TC 84

SC XX

WG YY

JWG XX

All requirements
All products



A scope fulfilling the present market needs
Today - Future



A scope fulfilling the present market needs
Today - Future

NovoPen®

World’s first insulin pen

NovoPen® 3



A scope fulfilling the present market needs
Future

AERx pulmonary device



Work planning – TC 84

Syringes

Dose accuracy/
uncertainty

Claimed lifetime

Maximum/minimum
dose

Presetting

Etc.

Function

Dose chamber

Dose indicator

Dose (volume)

Reservoir

Injector mechanism

Nozzle

Unit container

Structure/
components

Pen-injectors

Needle based systems
(e.g. iv, im, sc, io)

Performance
profile

Dose accuracy/
uncertainty

Claimed lifetime

Maximum/minimum
dose

Presetting

Etc.

Function

Dose chamber

Dose indicator

Dose (volume)

Reservoir

Injector mechanism

Nozzle

Orifice

Unit container

Structure/
components

Injector
device

Filling/System
device

Injector
accesory/ies

Needle-freesystems

Passive
(e.g. lomia, nicotine patch)

Active
(modify stratum corneum)

Transdermal
diffusion systems

Performance
profile

Dose accuracy/
uncertainty

Claimed lifetime

Maximum/minimum
dose

Presetting

Etc.

Function

Dose chamber

Dose indicator

Dose (volume)

Reservoir

inhaler mechanism

mouthpiece

nosepiece

Unit container

Structure/
components

Pulmonary and and nasal systems
( e.g. powder, aerosol)

Catheter sys

Drug delivery systems



Governmental requirements and standards

US – Food and drug administration

Australian Therapeutic Goods Administration

EU –European directive - medical devices

Other national regulations

Global 
ISO 

standards
Limited workspace



Governmental requirements and standards
Harmonization by cooperation outside and within ISO

US – Food and drug administration

Australian Therapeutic Goods Administration

EU –European directive - medical devices

Other national regulations

Global 
ISO 

standards



Participation by the essential stakeholders – TC 84

• US Food and drug administration
• WHO
• Eli Lilly and Company
• Becton Dickinson
• Novo Nordisk A/S
• Bünder Glass
• Swedish Diabetes Association
• Weston Medical Ltd.
• Aventis Pharma, GmbH
• Pharmacia AB
• SHL Medical AB
• Hovione S.A.

• Disetronic
• Hoeghst
• TNO (Test house)
• Braun Melsungen
• Witro-Tec Development GmbH
• Bioject, Inc.
• Felton Medical, Inc.
• Antares Pharma, Inc.
• Powderject Technologies Ltd.
• GlaxoSmithKline
• And others



Limited number of work items

New work item 
proposal from 
NSB

Ballot on
proposal- Yes – start work (often)

Global relevance not ensured

No – no work (rare)

Preliminary work item

Global views –Global outline

New work item 
proposal from 
ISO group+ Global relevance

With a broad scope



Working for joint goals

Company A goal

Company C goal

Company B goal

ISO TC XXX goal 

ISO TC XXX goal 

Country A goal
ISO TC XXX goal Region C goal

Country B goal

Joint new work items – performance-based

No commercial ”fights”

ISO before me

Socialising



Performance-based requirements

Too many commercial conflicts

Will not cover the global product range

Hinders development

Requires revision constantly

Descriptive

standard

Few commercial conflicts

Can cover the global product range

Allows development

Requires revision now and then

Performance

standard



Conclusions

• The scope has to mirror market needs of to day 

• Governmental representatives have to be active

• The essential stakeholders have to be active

• The number of work items must be limited

• Joint goals are the basis for global succes

• Standards have to be performance-based



PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 1

Global RelevanceGlobal Relevance
from the Perspective of a TCfrom the Perspective of a TC

ISO/TC 11 Boilers and ISO/TC 11 Boilers and 
Pressure VesselsPressure Vessels

Kevin EnnisKevin Ennis
Chairman ISO/TC Chairman ISO/TC 1111



PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 2

Not possible to formulate a single perspective

Needs and expectations of the industry sector

Practical limitations of the business environment



HistoryHistory

PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 3

Laws to prevent boiler explosions

Standards and conformity assessment



HistorHistory of TC 11y of TC 11

PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 4

Two ISO Standards – ISO R861 and ISO 5730

Neither standard was ever used

TC 11 did not meet almost thirty years



Regulator

STDS

Manufacturer
or
Service Provider

Purchaser

RegulationsRegulations RegulationsRegulations

Contract
PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 5



PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 6

Use of a standard assures market access

Products/Services that conform to the 
standard are accepted without redundant 

testing or conformity assessment 
requirements

The standards are technically sound, stable 
and flexible



TS 16528TS 16528
Disapproved Abstain Approved

*Austria *Denmark Australia Malaysia
*Belgium Norway Canada New Zealand
*Finland *Portugal China Philippines
*France *Spain Columbia Russia
Germany Hungary South Africa

*Italy India *Sweden
*Netherlands Indonesia Turkey
Switzerland Israel Uruguay

*UK Japan United States
Korea Venezuela

Total 9 Total 4 Total 20
Notes:
*EU nations
The proposal failed:  P members 16/23 = 69.57% in favor & 9/23 opposed = 31.03%

Table 1

Not to advance EN 12953
Australia, Canada, China, Hungary, India, Japan, 

Korea, UK and US

PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 7



Global RelevanceGlobal Relevance

PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 8

Be adaptable for use around the world,

Assure market access.

Assure that products & services conforming to the 
standard are accepted without redundant testing 

or conformity assessment requirements.

Assure that the standards are technically sound, 
stable and flexible.



PR/mo/TC11.PPT
2003-06-02 9

Measuring global relevance is simple.

Is the standard actually used



The EuP framework directive:  steps before entry into force

1.Proposal from European Commission

2.Amendment by European Parliament

3.Revised draft from European Council

4.European Commission publish revised draft

5.European Parliament accept revised draft 6. European Parliament reject revised draft

7. Conciliation Committee between 
Parliament and Commission

8. Conciliation process succeeds 9. Conciliation process fails

10. Abandon or start 
again

11. Ratification

12. Transposition into member state legislation 

13. Entry into force

= step completed

= step still awaited

Earliest possibility:

2nd half 2005

Earliest possibility:

2nd half 2007

December 2004

August 2003

START OF NEXT CHART (following page)

16. European Commission proposes a detailed implementing measure



Implementation directives for EuP: steps before entry into force

11. Ratification of framework directive

[previous page]

16. European Commission proposes a detailed implementing measure

18. Non-binding discussion in new Consultation Forum
NEW:

Announced publicly 
in December 2004

19. Binding discussion in new Regulatory Committee 
[which reaches majority decision]

14. OPTIONAL:  national discussions 
managed by member states 

17. OPTIONAL:  European Commission 
issues mandate for new standards to 
provide a presumption of conformity

25. Standards issued by ESO*, and 
accepted by the Commission

* ESO = any recognised European Standards Organisation

20. Rejected by Regulatory Committee 21. Approved by Regulatory Committee

24. Directive issued by European Commission 23. Draft abandoned

26. Directive implemented= work started

15. OPTIONAL: Commission 
undertakes preparatory studies 

at EU level

= step still awaited

22. Complex 
discussions with 

Parliament and Council 



The EU’s EuP Directive page 19

Report by Single Market Ventures, Brussels, for JETRO Geneva January 2005

Note on the process of adoption and ratification

Notes: 

• Numbers in left-hand column correspond to the numbers in the charts on the preceding pages
• The charts and the table concentrate on key steps only.  Some steps are omitted: an example here is a review by a consultative body called the Economic and

Social Committee (or Ecosoc) without any power at all to modify or reject a proposal.  That step in fact took place here between Steps 1 and 2, but is not
shown.

• Steps which were theoretically possible but which were in fact ignored are also shown here (e.g., after Step 2), but not on the charts.

Applicable procedural steps Progress in this case

CHART 1: steps leading to ratification of framework directive

1 The European Commission first proposes the detailed text of the
directive.

Proposal published in August 2003

2 The proposal is transmitted to the European Parliament, which considers
it in a first reading, and is free to propose amendments of any kind.

The European Parliament proposed over 70 amendments, in a document
published in March 2004.

N/A The European Commission may revise its proposal in light of the
amendments proposed by the Parliament, or not.  In either case, it then
submits its preferred proposal to the European Council (the member state
governments of the EU) for discussion and approval.

In this case, the Commission did not issue a public revision of its
proposal.

3 The European Council then issues what is called a Common Position,
representing agreement between the Council and the European
Commission.  It is not obliged to accept amendments proposed by the
Parliament in Step 2.  Normally the Common Position represents a large
measure of agreement between the Council and the European
Commission

The Council published its Common Position in December 2004.  It
rejected more than half of the amendments proposed by the European
Parliament, but accepted the rest in full or in part.

4 The European Commission comment s on the Common Position The European Commission commented on 16 December 2004,
accepting the Common Position in full.
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Applicable procedural steps Progress in this case

Report by Single Market Ventures, Brussels, for JETRO Geneva January 2005

5/6 The Common Position must be submitted to the European Parliament for
a second reading, and the Parliament may accept, modify, or reject it.  

Both the Common Position and the Commission’s comments have been
submitted to the European Parliament.  The second reading is expected
late in the first quarter of 2005.
It is not known what will happen in this case, because the Parliament
has not yet undertaken its second reading.  However, the number of
amendments the last time around (see Step 2 above) suggests that a
Conciliation Committee may be needed to resolve the differences, in
which case agreement might be delayed until the second half of 2005.  

7 [Only if EP reject revised draft] a Conciliation Committee is established
to resolve differences between the different institutions.  To succeed, it
must produce a new draft satisfactory to all parties.

[Too early to forecast if this will be needed]
Conciliation Committees are not infrequent in the EU process of
developing new regulations.   They act relatively quickly, and normally
reach a compromise agreement within weeks.   See previous step: it is
possible that this Committee could be established during the first half of
2005, but insiders believe that the second half is more likely

8 If the Conciliation Committee succeeds in reaching a compromise, no
obstacle remains to ratification (Step 11)

[Too early to forecast]

9/10 If the Conciliation Committee fails, the proposal is dead, although the
European Commission remains free to re-introduce the proposal in the
same or a different form.  But that would mean going back to Step 1

[Too early to forecast]

11 Ratification follows.  In effect, the country which holds the Presidency of
the European Council has the power of decision on whether to place it on
the agenda for formal approval.

Too early to forecast when or if this will happen.  See Steps 5 to 7
above: there is a very small chance that this could be in the first half of
2005, but the second half of 2005 is more likely, during the British
Presidency.   

12/13 Member states are then given a stated period to implement the Directive. 
The period can vary according to the specific case.  The directive is then
formally in force.

In this case, the present text states that transposition and implementation
should take place within two years of ratification.
BUT: in this case, “implementation” has no practical importance, since
it is a framework only, without practical impact.  
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Applicable procedural steps Progress in this case

Report by Single Market Ventures, Brussels, for JETRO Geneva January 2005

CHART 2: Steps leading to adoption of detailed implementation measures
14 EU member states may begin preparatory discussions at any time.  They

are not tied to any schedule or prior approval at the European level. 
They may influence the European Commission’s further moves, but will 

The member state examined in this case (Britain) has already formed a
Stakeholder Group (chaired by a British government official from the
Department of Trade and Industry), and is also using a long-term
programme to generate ideas in this context: the Market Transformation
Programme on www.mtprog.co.uk .  The relevance of this programme
is reviewed elsewhere in this report.

15 Separately from national studies (Step 14 above), the European
Commission may commission its own preparatory studies or discussions.

European Commission officials state that no preparatory studies are
under way in this case, beyond those identified in the text of the
framework directive itself (revision of the Boiler Directive)

16 The European Commission must publicly propose detailed implementing
measures.

None has been published to date, and European Commission officials
indicate that none is in preparation.  Experience elsewhere indicates that
the European Commission rarely reaches in less than two years, from
base zero, a conclusion about new regulation in a given field, although
there are rare exceptions.

17 All New Approach allow for the recognition of European standards to
provide a presumption of conformity to requirements.  Normally, the
European Commission issues a mandate for appropriate standards to be
developed.

That provision is explicitly included in this framework directive.  A
mandate has been issued which appears on:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/mandate.pdf
But no timetable has been established.  The mandate requests a proposal
for a work programme within 12 months of acceptance of the mandate
by the European standards bodies, but CEN has not even accepted it yet. 
It may therefore be at least one year before even an outline of a
programme emerges, let alone the standards themselves.

http://www.mtprog.co.uk
http://europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/mandate.pdf
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18 This step is new: announced publicly for the first time in December
2004, in a new Article 14 of the framework directive.  It adds an extra
step of consultation with stake-holders, including from industry.  A
Consultation Forum is to be established which will issue an opinion on
each detailed measure proposed, offering an evaluation of its utility and
justification.  Opinions by this Forum have no binding effect on the
European Commission, but are likely to weigh heavily with the separate
Regulatory Committee (Step 19 below), whose opinions are binding.

No progress.  The Forum has not been constituted, and no members
have been identified.  It cannot formally be constituted until after the
framework directive is adopted.

19/20/
21

After review by the Consultation Forum (Step 18 above), each proposed
implementation measure must be submitted to a Regulatory Committee
(referred to in Article 15 of the latest draft), composed of representatives
of the EU’s member states; voting is by qualified majority (weighted by
size of country).  This committee has a more formal right to influence,
and must deliver its opinion within three months of being consulted in
any given case.  If it approves a proposed measure, the measure may be
adopted, published, and applied, without further discussion. 

No progress.  The Committee has not yet been constituted, and cannot
be constituted until after the framework directive is adopted.

22/23 If the Committee in Step 19t rejects a measure, the Commission must go
through further steps of consultation – with the Council and the
Parliament – before proceeding, or it may abandon the measure.  

Too early for this stage to have been reached

24 After approval by the Regulatory Committee (Step 21) or the other
bodies (Step 22), the Commission may issue the implementation
directive

Too early for this stage to have been reached

25 This is the result of Step 17 above.  Again, see the comment in Step 17.  No specific standards have yet
been commissioned. 

26 The Directive may be implemented immediately.  In practice,
implementation may have to await the approval of recognised standards
(Step 25)
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Appendix 1

The broader context: complementary EU programmes

In assessing the potential impact of the EuP programme, it is important, to understand the
goals and obligations likely to result from other, complementary EU programmes, since in
many cases they may make action by the EuP programme unnecessary.   That is because many
of the objectives listed for EuP in this report are not new: notably, the concepts of environmentally
friendly design, cradle-to-grave environmental performance, and energy efficiency are all well-
established goals of EU policy.   

The following EU programmes are relevant to the EuP programme:

ECCP (European Climate Change Programme)

The ECCP (European Climate Change) programme is probably the most directly
relevant of all.  The latest draft of the EuP framework directive states explicitly:29

In considering whether to prepare a draft implementing measure the Commission
shall take into account any views expressed by the Committee referred to in Article
15 and shall further take into account: Community environmental priorities, such as
those set out in Decision No 1600/2002/EC or in the Commission's European
Climate Change Programme (ECCP)....... starting with those products which have
been identified by the ECCP as offering a high potential for cost-effective reduction
of greenhouse gas emissions

The focus of the ECCP is on reducing greenhouse gas emissions, and on meeting the
targets to which the EU is committed under the Kyoto Protocol.  The programme aims
to identify specific programmes which will have a quantifiable impact – expressed notably
in tons of CO2 saved – on the EU’s Kyoto targets of reducing emissions.

Areas targeted by the ECCP are:
• Energy supply
• Industrial sector
• Energy consumption in the domestic and tertiary sector
• Energy consumption in the transport sector
• Transport infrastructure
• Waste
• Research
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The ECCP provides even more focus than that.  Of the above areas, industry, domestic,
and tertiary sectors are the ones which cover manufactured, energy-using products.
Sub-categories here are:
• Energy efficiency standards for electrical equipment
• Energy efficiency standards for industrial processes
• Energy efficiency for construction products (boilers, etc.)
• [Development of a framework for voluntary agreements]
• Heating performance certificates for buildings
• Improvement of building and lighting performance

An indicative outline of specific measures in this programme was published in 2000, and
appears in an Annex I to this chapter.

The main Internet address of the ECCP is: 
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm 

IPP (Integrated Product Policy)

The EuP framework directive requires that detailed implementation measures must
take into account .... environmental priorities such as those in [the decision which
specifies the frame for IPP]30   In that document, IPP is explicitly intended to encourage
the taking into account of environmental requirements throughout the life-cycle of products,
and more widespread application of environmentally friendly processes and products;

The IPP programme includes the goals of: 
developing a thematic strategy on the sustainable use and management of resources,
including inter alia: 
(a) an estimate of materials and waste streams in the Community, including imports and
exports for example by using the instrument of material flow analysis;
(b) a review of the efficiency of policy measures and the impact of subsidies relating to
natural resources and waste;
©) establishment of goals and targets for resource efficiency and the diminished use of
resources, decoupling the link between economic growth and negative environmental
impacts;
(d) promotion of extraction and production methods and techniques to encourage eco-
efficiency and the sustainable use of raw-materials, energy, water and other  resources;

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm
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(e) development and implementation of a broad range of instruments including research,
technology transfer, market-based and economic instruments, programmes of best practice
and indicators of resource efficiency;

The IPP programme has established a number of objectives for 2005 which are of major
importance to the EuP programme.  They include:

• a report in early 2005 on the product groups that have the greatest environmental
impact from the life-cycle perspective – in the framework of “ Identifying the
products with the greatest potential of environmental improvement

• the completion of two pilot studies to evaluate how IPP can be applied to specific
products.  The pilot projects cover mobile telephones and teak garden chairs.

• preliminary data on the work of a working group examining product information
needs under IPP.

The present status of the IPP programme is available on:
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/implementation.htm

Energy demand management

This is an established area of EU policy, with a number of programmes.  A helpful
overview of specific programmes appears on:
http://europa.eu.int/comm/energy/demand/overview/measures.htm 

That page identifies the EuP programme as one of a number of sub-programmes.
Some of these relate energy demand management with other issues of energy policy.  An
example of demand management in context is the Intelligent Energy Programme31 (one of
the sub-programmes), which deals with four main issues, of which demand management is
the first:
• Improvement of energy efficiency and rational use of energy
• New and renewable energy sources and diversification of energy production
• Energy aspects of transport
• Promotion of renewable energy sources and energy efficiency in developing

countries.

Among the sub-programmes, the most important current ones in the context of EuP are:

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/implementation.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/demand/overview/measures.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html
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• Mandatory energy efficiency and/or energy labelling of domestic appliances,
including lighting, other electrical products, hot-water boilers, and gas appliances.
The individual directives in this programme are listed in Annex 2 to this chapter.32

• Mandatory energy-efficiency requirements for buildings, including products used
inside buildings.  Details appear on:
http://europa.eu.int/comm/energy/demand/legislation/buildings_en.htm 

• The voluntary Energy Star scheme, described on:
http://europa.eu.int/comm/energy/en/ener-star-prog.html
and more importantly http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/energystar/, which
contains the actual application forms and criteria.

Waste management

The most important current programmes relevant to EuP are:

• Waste of Electrical and electronic equipment, imposing basic rules for recycling.
Details appear on:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 

• Restrictions on the use of hazardous substances in electrical products, described on
the same web-site.

• The Packaging Directive, listed on:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/packaging_index.htm 

http://europa.eu.int/comm/energy/demand/legislation/buildings_en.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/en/ener-star-prog.html
http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/energystar/
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/packaging_index.htm
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Annex 1

Targets to reduce energy consumption

in the ECCP programme
(European Climate Change Programme) 

The table on the following pages appears in a mandate to a Working Group on Energy Consumption,
established under the ECCP, dated June 2000, and available on:
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/pdf/wg3_mandate.pdf

Measures involving manufactured products appear in rows 8 - 10 of the table.

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/pdf/wg3_mandate.pdf
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Themes Content Priority Period of
Work 

1.Improvement of
building and
lighting
performance. 

Programmes or incentives to improve the thermal
insulation of existing buildings. Energy efficiency
certification in buildings (already in 93/76/EEC) to
include installed equipment. Labelling and certification
of installed and other end-us equipment. 

1 June 2000 -
May 2001. 

Requirements for installed systems to be incl. in bldg.
codes. 1

Regular inspection of boilers, heating, air conditioning
and hot water systems; promotion of upgrading. 1

Boilers Directive (92/42/EEC) follow-up. 

Possible Buildings Directives, including Amended 1

Construction Products Directive (89/106/EEC) and
Amended SAVE Directive (93/76/EEC). 

1

Possible Public Buildings Initiative. 1

Additional measures as put forth in Amended Dir.
93/76/EEC. 1 

2.Building design
and certain aspects
of infra-structural 

The provision of ’local information schemes’ for
installations and components. 

1 Nov 2000 -
May 2001. 

planning. Training and certification of installers. 1

Imposing efficiency standards when granting or
renewing licences, incl. rentals (e.g. for change of use,
bldg. processes).

2 

3. Energy services
to the domestic and
tertiary sectors. 

Energy audit schemes in Member States reviewed and
analysed. Pilot actions to be proposed to co-ordinate
and harmonise schemes.

2 Mar 2001 -
May 2001. 

4.Technology
procurement
initiatives. 

Use of technology procurement at EU level for
development and procurement in buildings, appliances
and installed equipment.

2 
Nov 2000 -
March
2001. 

5.Combined heat
and power. 

Projects promoting CHP in industry and the domestic
and tertiary sectors, in Community and national
programmes. 

1 Dec 2000 -
May 2001. 

Actions supporting cross-border strategies for the
promotion of CHP at regional level (with energy
authorities, utilities, CHP producers, etc.). 

2

Promotion of CHP through public and technology
procurement initiatives. 2 

6.Wider public
procurement
initiatives and best
practices. 

Preparation of public procurement guidelines to
increase and demonstrate energy efficiency and
provide leadership by example. Best Practice Initiative
-procurement, maintenance in buildings

1 1 Nov 2000 -
May 2001.
July 2000
–May
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2001. 

7. Public database 
Pilot actions in Member States based on established
software 

1 June 2000-
Jan 2001. 

of labelling
information 

and efficiency classes which provide labelling
information on individual appliances.

8.Energy efficiency
requirements for
gas, electrical and
electronic 

Driers, electric ovens, followed by other household
appliances and equipment, through appropriate policy
instruments, including , e.g. mandatory minimum
efficiency standards, labelling, certification and
Negotiated (voluntary) Agreements. 

1 June 2000 -
May 2001. 

equipment.
Standards, best practices, and stand-by agreements for
consumer electronics (e.g. hi-fi, power supplies,
etc.)concerning primarily point of manufacture.

1 
June 2000 -
May 2001. 

9. Industrial
processes, in
particular steel,
cement, chemicals
paper & non-ferrous
metals). 

Industrial best practices, best available technologies,
energy auditing schemes, Long-Term Agreements, etc.
at EU level beginning, e.g. with the chemical industry . 

Similar actions in the steel, pulp and paper, cement,
textile, energy supply industries.

1 

2 

Sept 2000 -
Dec 2000.
Jan 2001 -
May 2001. 

10. Improved
energy service to
industry, especially
SMEs . 

Promotional activities, best practice approaches,
competitions , voluntary agreements and possible
mandatory (legislated ) requirements on energy
services.

2 Dec 2000 -
May 2001 
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Introduction

Economic partners seeking to demonstrate the conformity of products to European standards
adopted by CEN/CENELEC may, depending on the requirements from the market, use one of
the following options: suppliers' declaration of conformity, national certification or marking
schemes, regional or international conformity assessment, if available.

They may also make use of the CEN/CENELEC European Mark of conformity to European
standards, hereafter referred to as the CEN/CENELEC European Mark System, through
which a European harmonised service of third party product certification is operated by
empowered organisations under the auspices of CEN/CENELEC.

This mark was established in the context of the Council Resolution of 18 June 1992.  The
introduction of new European marks, which are different from the present mark shall be
discouraged by CEN/CENELEC.

This harmonised service is governed jointly by the CEN Certification Board (CCB) and by
the CENELEC Conformity Assessment Forum (CCAF).  A CEN/CENELEC Certification
Liaison Committee assures the overall co-ordination between CCB and CCAF.

The rules are composed of 3 sections:

- a common CEN/CENELEC section (Section 4A), defining the basic principles of the
CEN/CENELEC European Mark System and everything which is needed for maintaining
its integrity, i.e. the system's ability to deliver a widely accepted assurance that a product
is manufactured in continuing compliance with a European standard and its ability to
identify and rectify abuse;

- two separate sections (Sections 4B and 4C), which define the specific aspects of the
approaches followed respectively by CCB and by CCAF for the implementation of the
present rules, the content of which may be different, although under-pinning the same
integrity of the system.

The Rules for the CEN/CENELEC European Mark System are composed of the whole of
Section 4A and Section 4B for CEN, and the whole of Section 4A and Section 4C for
CENELEC.  The content of Section 4A takes precedence over Sections 4B and 4C.
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SECTION 4A: BASIC PRINCIPLES OF THE CEN/CENELEC
EUROPEAN MARK SYSTEM

A.1 Scope

A.1.1 In the framework of the present System, the CEN/CENELEC European Mark, called
also the Keymark, is made available for use, within those product areas and by those
certification bodies wishing to make use of the CEN/CENELEC European Mark, as a
means through which their clients can demonstrate compliance of their products with
the relevant European standards, and prepared to implement the CEN/CENELEC
European Mark System. This can be achieved
- either on the basis of a European Mark Scheme for the use of the Keymark for any

products in accordance with the relevant European standards;

- or on the basis of one or more specific European Mark Schemes established for a
given product or product family.

Both types of these certification schemes are called hereafter CEN/CENELEC
European Mark Schemes or Keymark Schemes.

A.1.2 The CEN/CENELEC European Mark is granted after the satisfactory completion of a
technical procedure, described in the rules for the relevant CEN/CENELEC European
Mark Scheme, and comprising product conformity tests, manufacturer's quality
system assessment for the related production line, production site inspection and
market surveillance.

A.1.3 The commonly agreed marks for certain product areas, already in existence at the time
of the introduction of this Mark, may continue to exist if the organisations taking part
in the related certification scheme so wish.

A.2 The CEN/CENELEC European mark

A.2.1 Meaning of the Mark

The CEN/CENELEC European Mark, called also the Keymark, is a third-party certification
mark, demonstrating to users and consumers compliance of products with the requirements of
the relevant CEN/CENELEC Standard(s) as defined in clause 1.1.1 of the CEN/CENELEC
Internal Regulations Part 2 (i.e. EN and HD)1, applicable at the time of presentation of the
products to the market and listed by the CEN/CENELEC European Mark Scheme for the
particular products.

                                                          
1 EN : European Standard - HD : Harmonisation Document
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A.2.2 Ownership of the Mark

The certification trade mark is the equally shared property of:
- the European Committee for Standardization (CEN), registered office : 36 rue de

Stassart, 1050 Brussels, Belgium and
- the European Committee for electrotechnical Standardization (CENELEC), registered

office : 35 rue de Stassart, 1050 Brussels, Belgium.

The Mark is registered and legally protected by CEN/CENELEC. The Mark is registered
internationally and in individual countries where such registration is necessary to assure its
protection.

A.2.3 European Mark Scheme

A CEN/CENELEC European Mark Scheme, called also a Keymark Scheme, provides the
specific instruments for carrying out the process of granting to a manufacturer the licence to
use the CEN/CENELEC European Mark on his product.

CEN/CENELEC European Mark Scheme rules established for each scheme in accordance
with the provisions of this document describe these instruments, setting the necessary details
for the implementation of the rules of the CEN/CENELEC European Mark System.

The right to grant licences to use the CEN/CENELEC European Mark is given through
separate documented decisions respectively from the CEN Certification Board or from
CENELEC. Co-ordination is assured by the CEN/CENELEC Certification Liaison
Committee (see A.5.2).

A.2.4 The European Mark Licence

After the satisfactory completion of the technical procedures described in the related
CEN/CENELEC European Mark Scheme rules for the verification of the compliance of the
product with the requirements of the relevant standards, a European Mark Licence is
delivered to the manufacturer by the relevant organisation empowered to implement the
CEN/CENELEC European Mark Scheme rules.

If a product comes within the scope of more than one CEN/CENELEC standard referred to
different CEN/CENELEC European Mark Schemes, the licence shall cover all the relevant
requirements. Necessary co-ordination shall be undertaken to this effect.
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A.2.5 Protection of the Mark

The use of the Mark shall be authorised only subject to the conditions provided in the present
Rules and in the relevant CEN/CENELEC European Mark Scheme rules, which the holder of
the licence to use the Mark is bound to respect by contracts.

Only those manufacturers having obtained licence to affix the Mark by means of the
procedures laid down in the present Rules shall be entitled to use the Mark.

Any infringement of the present Rules and/or of the related CEN/CENELEC European Mark
Scheme rules, shall render the holder of the right to use the Mark liable to the actions referred
to in clause A.4.4.

A.2.6 The Mark

The design of the CEN/CENELEC European Mark is shown in the Annex A1.

The Mark shall in principle be put on the product itself. If placing on the product is not
possible or practical, the Mark shall be put on the product's package, the label attached to it,
the instructions for use or accompanying commercial documentation.

Whatever size the Mark is used or reproduced, the proportions given in the graduated
drawing in the Annex shall be respected.

The Mark includes an identification code referring to the organisation empowered to
implement the CEN/CENELEC European Mark Scheme, which has granted the licence to
use of the Mark. The administration of this identification system is defined in the related
CEN or CENELEC section of these Rules and/or in the rules of the CEN/CENELEC
European Mark Scheme.

A.2.7 Other marks

The use of the CEN/CENELEC European Mark does not prejudice the use of other
certification marks on the product.

Taking into account the market value of existing national certification marks, it may be
acceptable for the benefit of the introduction on the market of the CEN/CENELEC European
Mark, to allow manufacturers, at least during a transitional period, to put on their products
additional certification marks covering the same specifications, subject to any specific
conditions defined in the rules of the related CEN/CENELEC European Mark Scheme.

It is up to the market to decide on the value of using the national marks in the way mentioned
above and on the time needed to adopt the CEN/CENELEC European Mark.

This transitional measure shall be reviewed after 5 years.
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A.2.8 Validity of the use of the Mark

The CEN/CENELEC European Mark Scheme rules shall contain provisions for the limitation
of the validity of the use of the Mark to take account of possible amendments or revisions of
the standards or, in cases where the standards have not been modified during a defined
period, to fix the rules for re-testing of products. The time limitation shall be mentioned in the
licence.

The authority to use the CEN/CENELEC European Mark should be conditional upon the
manufacturer holding a licence under the requirements defined by the European Mark
Scheme rules.

A.3 CEN/CENELEC European Mark Scheme rules and requirements

A.3.1 Requirements for CEN/CENELEC European Mark Schemes

CEN/CENELEC European Mark Scheme rules established for a given European Mark
Scheme may not take precedence over the Rules of the CEN/CENELEC European Mark
System. Their sole purpose is to specify the relevant provisions, in order to make individual
schemes operational, and to ensure the technical harmony of all actions taken for the
implementation.

A CEN/CENELEC European Mark Scheme shall cover a conformity assessment
corresponding to the ISO/IEC third party certification system n�5, as defined in ISO/IEC
Guide 28: General rules for a model third-party certification system for products.

CEN/CENELEC European Mark Scheme rules shall include at least the following
requirements:

A.3.1.1 The provision that the organisations empowered to implement the CEN/CENELEC
European Mark Scheme shall be located in CEN/CENELEC member countries or
countries of CEN/CENELEC Affiliates.

A.3.1.2 The proof of conformance of the product(s) with the requirements of the
corresponding CEN/CENELEC standard shall be based on type testing performed
by a third-party testing laboratory.

A.3.1.3 The manufacturer shall apply a quality system covering the production line of the
product for which the licence to use the Mark is granted and based on the quality
standards which are at least of the level of the EN-ISO 9000 series of standards.

In granting the licence, the empowered organisation shall take into account the
existence of any quality system certificate issued by an accredited certification body
for quality systems.
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A.3.1.4 Periodic surveillance by the empowered organisation, i.e. testing of samples from
the production line and from the market.

A.3.1.5 Bodies engaged in certification, testing and inspection shall fulfil the requirements
of the relevant standards for their operation, as well as the additional requirements
defined in the CEN/CENELEC European Mark Scheme rules (see A.3.2).

A.3.1.6 The organisations empowered to implement the CEN/CENELEC European Mark
Scheme rules shall follow the requirements for the administration of the
CEN/CENELEC European Mark Scheme as given in clause A.3.4.

A.3.2 CEN/CENELEC European Mark Scheme rules

The rules of a CEN/CENELEC European Mark Scheme shall include at least the following
subjects:

A.3.2.1 Title

A.3.2.2 Definition of scope, including
- products covered by the scheme
- the list of CEN/CENELEC standards concerned.

A.3.2.3 Requirements and assessment procedures for bodies engaged in certification, testing
and inspection taking part in the scheme.

A.3.2.4 Specifications for the content of the manufacturer's application file (e.g. related to
the products, their design and their manufacturing, and manufacturer's general
organisation, the internal quality assessment and control system, including testing
facilities, calibration, ...)

A.3.2.5 Requirements for :

- selection and submission of type test samples for the purpose of granting the
licence to use the Mark;

- initial assessment of manufacturing site;

- surveillance (e.g. normal frequency of inspection and routine tests and nature of
test performed and for market surveillance). This section includes the normal
period of validity of the licence;

- the quality system of the relevant production line under the responsibility of the
manufacturer. This section shall also include provision for a transitional period, if
any.
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A.3.2.6 Requirements for product marking with the CEN/CENELEC European Mark.

A.3.2.7 The indication whether procedures such as "supervised manufacturers testing"
and/or "testing at manufacturers' premises" can be used and to specify the rules for
such procedures.

A.3.2.8 The list of bodies as defined in clause A.3.1.5 for the implementation of the scheme.

A.3.2.9 The proposed fees for the right of use of the Mark and the administrative application
fees, taking into account the decision taken by the CEN Certification Board or by
CENELEC.

A.3.3 Provisions covering Special National Conditions or A-deviations

The rules of a CEN/CENELEC European Mark Scheme shall also include provisions on how
the related scheme will deal with Special National Conditions and A-deviations, included in
the CEN/CENELEC standards applied by it.

If necessary, these provisions shall at least give the task to the empowered organisations,
when granting the Mark, to

- include in the licence a clear indication of the European countries in which the
product carrying the Mark is acceptable;

- advise the manufacturer, to whom the licence to use the Mark is granted, to put on the
product or its package, where this fact is not obvious to the consumers and users, the
indication "Not for use in .... (list of countries)" for products which do not comply
with the relevant Special National Conditions and A-deviations.

A.3.4 Administration of CEN/CENELEC European Mark Schemes

The CEN Certification Board or CCAF shall ensure that the CEN/CENELEC European Mark
Scheme undertakes the following actions with regard to its administration and the
administration of the Mark in relation with the activities of the organisations empowered to
implement the CEN/CENELEC European Mark Scheme.

A.3.4.1 To check that all empowered organisations taking part in a CEN/CENELEC
European Mark Scheme operate in accordance with
- the present rules and the rules of the related scheme;
- the relevant provisions of the standards referred to in clause A.3.1.5.

A.3.4.2 To ensure that each organisation taking part in the CEN/CENELEC European Mark
Scheme maintains confidentiality in accordance with the relevant provisions of the
standards referred to in clause A.3.1.5.
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A.3.4.3 To maintain the rules dealing with all matters of principle for granting licences to
use the Mark and to monitor the maintenance of integrity and technical competence
of the organisations empowered to implement the CEN/CENELEC European Mark
Scheme.

A.3.4.4 To keep updated and available the list of CEN/CENELEC standards applied in the
framework of the CEN/CENELEC European Mark Scheme.

A.4 The Manufacturer

A.4.1 Application

A manufacturer who wishes to obtain the licence to use of the CEN/CENELEC European
Mark, submits an application to the empowered organisation of his choice of the related
CEN/CENELEC European Mark Scheme.

Upon request, the empowered organisation chosen by a manufacturer will provide
appropriate information on the mode of operation of the given CEN/CENELEC European
Mark Scheme, including details relating to testing and inspection procedures, and related
costs.

A.4.2 Fees

By applying for the licence to use the CEN/CENELEC European Mark, the manufacturer also
agrees to meet the following costs:

- fee for the right to use the CEN/CENELEC European Mark (if granted) : the
level of this fee, which is payable annually, is fixed by the CEN Certification
Board, or by CENELEC;

  - certification costs: these costs are related to the operations which are
performed by the related organisation taking part in the CEN/CENELEC
European Mark Scheme for the processing of the application, and later of the
surveillance procedures;

- testing and inspection costs : these costs are related to the processing of the initial
application and, where relevant, to further testing and inspections which may
result from the implementation of the CEN/CENELEC European Mark Scheme
rules.

A.4.3 Rights and responsibilities

On receiving the CEN/CENELEC European Mark licence, the manufacturer is granted the
right of use of the CEN/CENELEC European Mark for the products specified on the licence.
The responsibility for the use of the Mark, in accordance with the provisions of the licence
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and of the rules, including CEN/CENELEC European Mark Scheme rules, lies with the
beneficiary of the licence.

The manufacturer has the right to give information on the CEN/CENELEC European Mark in
its sales and advertising documents. In all cases, the manufacturer shall take all necessary
steps to ensure that no confusion can arise in these publications between certified and non-
certified products.

A manufacturer wishing to extend a right to use the CEN/CENELEC European Mark to
additional types and models of the product, shall follow the corresponding CEN/CENELEC
European Mark Scheme rules.

The manufacturer is obliged to inform the related empowered organisation of any
modification made to the product or production process which may affect the compliance
with the relevant standard of the product for which the licence to use the CEN/CENELEC
European Mark has been granted. The empowered organisation will then decide whether
these modifications affect the licence granted.

If the licence is affected, the empowered organisation may require special testing and/or
inspections to be performed. In any case, the manufacturer shall not use the Mark on the
products concerned until approval from the empowered organisation is obtained.

A.4.4 Complaints

The manufacturer of certified products shall:

- keep a record of all complaints relating to a product's compliance with
requirements of the relevant standard and make these records available to the
empowered organisation when requested;

- take appropriate action in respect of such complaints and any deficiencies found
in products or services that affect compliance with the requirements for
certification;

- document the actions taken.

Any non-compliance on the part of the manufacturer in the application of the
CEN/CENELEC Rules for the CEN/CENELEC European Mark System or of the related
CEN/CENELEC Mark Scheme rules may result in one of the following actions, as defined in
the CEN/CENELEC Mark Scheme rules:

- corrective action by the manufacturer within a specified period;

- suspension of the licence to use the Mark during a certain period;

- withdrawal of the licence to use the Mark.
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A.4.5 Appeal procedures

A.4.5.1 Appeal to an empowered organisation

The manufacturer may lodge an appeal with the empowered organisation of the
CEN/CENELEC European Mark Scheme to which he addressed an application for the use of
the CEN/CENELEC European Mark. The organisation for that purpose maintains its own
appeal procedure, in accordance with the principles laid down in the relevant standard of
series referred to in clause A.3.1.5.

Such appeals, which do not suspend the decisions against which they are made, can only
concern the acts related to the certification process carried out by, or under the responsibility
of the empowered organisation.

An appeal may be lodged, by registered letter, to the organisation concerned within one
month of the formal notifications of the corresponding decision. The organisation shall
formally give its answer within one month following reception of the appeal.

If necessary, the empowered organisation may request that a meeting with the other
organisations taking part in the CEN/CENELEC European Mark Scheme is organised in
order to examine an appeal case.

A.4.5.2 Appeal to the CEN Certification Board/CCAF

Manufacturers may lodge an appeal with the CEN Certification Board or with CCAF in the
following cases:

- as a last resort in case of rejection of, or non-response to, the appeal at the level of
the empowered organisation;

- directly if the request for appeal is based on the interpretation of the principles of
the Rules of the CEN/CENELEC European Mark System.

The appeal procedure does not suspend the decision against which it is made. It shall be
notified to the Secretary General of CEN or CENELEC by registered letter, within one month
of the formal notification of the contested decision.

A.5 CEN Certification Board and CCAF

A.5.1 Responsibilities

Within CEN and CENELEC respectively, the CEN Certification Board and CCAF are
responsible, each in their own field, for the administration of the CEN/CENELEC European
Mark and of the CEN/CENELEC European Mark System. Their functions shall cover inter
alia: 
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A.5.1.1 Policy and management issues.

A.5.1.2 The development and the monitoring of the CEN/CENELEC European Mark
Schemes.

A.5.1.3 The operation of the CEN/CENELEC European Mark and its promotion.

A.5.1.4 An overview of the finances of the CEN/CENELEC European Mark System.

A.5.1.5 The protection of the Mark against misuse.

A.5.1.6 The assurance that one or more registers of certified products for which the Mark
has been granted, is (are) kept.

A.5.1.7 The monitoring of the exchange of surveillance activities and results.

A.5.1.8 The availability of statistics on issued licences per product category.

A.5.1.9 The availability of statistics on surveillance activities and reports.

A.5.1.10The encouragement of the organisations taking part in the CEN/CENELEC
European Mark Scheme to promote the use of the Mark.

A.5.1.11The handling of all financial matters relating to the fees for the use of the Mark.

A.5.1.12The handling of appeals.

A.5.2 CEN/CENELEC Certification Liaison Committee

The overall co-ordination between the CEN Certification Board and CCAF is assured by the
CEN/CENELEC Certification Liaison Committee composed of: the Chairmen and
Secretaries of CCB and CCAF; the Secretaries General of CEN and CENELEC; at least one
representative of each Keymark Scheme. It shall resolve any differences of opinion
concerning the administration of the CEN/CENELEC European Mark System and shall
submit the proposed solution for approval to the CEN Certification Board and to CCAF.

____
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ANNEX A1: DESIGN OF THE CEN/CENELEC EUROPEAN MARK

The Mark may be reproduced in the colours indicated below, or in black or white against the
background. It may also be engraved, pressed or printed on the housing of the related product.

The Mark may be reproduced in any size, provided that the proportions given in the graduated
drawing given below are respected, provided that the Mark remains clearly visible and that the
identification code remains easily legible.

Although the minimum size of the Mark, assuring its visibility and legibilit y, may vary depending
on the way it is reproduced, dimension A of the Mark must in no case be less than 3 mm.

National Marks used in conjunction with the Keymark shall not create confusion with it nor shall
they reduce its legibilit y and visibility.
The form of the Mark is as follows:

Colour codes

"Pantone Yellow C 2X"

“Black”

"Pantone Reflex Blue"

Font codes: "AG Buch Rounded Gras"

Note: The drawing of this annex is indicative.
For the purpose of the representation of
the mark, the definitive artwork can be
obtained from the CEN Management
Centre or CENELEC Central Secretariats
or from the empowered organisations.

Copyright © 1994 by CEN/CENELEC.
All ri ghts reserved. This mark may not be reproduced or disseminated
in any form or by any means, without permission of CEN/CENELEC.

Identification code of the body granting the
licence to use the Mark. The allocation of
this code will be administered by the CEN
Certification Board for CEN and
CENELEC Conformity Assessment Forum
(CCAF) for CENELEC.
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SECTION 4B: THE CEN/CENELEC EUROPEAN MARK SYSTEM
- RULES FOR IMPLEMENTATION IN CEN

Introduction

One of the missions of CEN, as defined in its statutes, is to

“facilitate the development of the exchange of goods and services, by the
elimination of the barriers set by provisions of a technical nature.

It therefore implements technical, scientific and economic procedures specific to
the standardization studies, in conjunction with the International Organisation for
Standardization (ISO) and any other private or public organisation representing
European world-wide interests.

It facilitates the development of procedures for the mutual recognition of
conformity assessment to standards, to be implemented either by CEN itself or by
other parties.

Economic partners seeking to demonstrate the conformity of products to European Standards2 may
use any certification system made available for that purpose.  General information concerning
mutual recognition of conformity assessment results and certification are given in CEN
Memorandum Nr. 23.  They may also make use of the “CEN/CENELEC European Mark of
Conformity to European standards, called the “CEN/CENELEC European mark System”, the rules
of which are defined in the CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 4 Certification, Section 4A,
Basic principles of the CEN/CENELEC European Mark System.

This document describes the specific approach followed by CEN for the implementation of the
CEN/CENELEC European Mark System and defines the conditions under which this service may
be offered to economic partners.  It constitutes the Section 4B of the CEN/CENELEC Internal
Regulations - Part 4, Certification.

                                                          
2 CEN/CENELEC Internal Rules – Part 2, Clause 1.1.1
3 Mutual recognition may also be officially endorsed under the auspices of the European Organisation for Conformity
Assessment.
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B.1 CEN/CENELEC European Certification Mar k System Rules for
implementation in CEN

CEN Keymark Scheme Rules
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B.1.0 General

CEN offers a Certification System for manufacturers or suppliers to demonstrate compliance of
their products with European Standards by using a European Standards conformity symbol – the
Keymark – for product marking.

In principle all existing European Standards containing product requirements, which can be
evaluated according to standardized test methods, can act as a basis for certification procedures
according to the CEN Keymark Scheme Rules.  To be suitable as reference standards for
certification these standards have been approved by the CEN Certification Board (CCB).

The CEN Certification System will be administered by the CEN National Member Body. Its
Certification Body and other Certification Bodies will be empowered by the CEN Certification
Board through the CEN National Member Bodies.

The Keymark is to be licensed for use in conjunction with the marks of existing national
certification systems demonstrating conformity with (European) standards and operated by
Certification Bodies in Europe which have been empowered by the CEN Certification Board.
Acceptance of these certification systems by the CEN Certification Board will be conditional on
demonstrating conformity with the "CEN Keymark Scheme Rules", described below.

B.1.1 Scope

These scheme rules specify the basic requirements of the CEN Certification System used for
granting the Keymark.

B.1.2 Definitions

 

 B.1.2.1 European Certification Mark System (Keymark System)
 
 Certification system that has its own rules of procedure and management for granting the Keymark.
 
B.1.2.2 European Mark Scheme (Keymark Scheme)
 
 Set of requirements for the conformity assessment procedure to be applied to the European
Certification Mark System (Keymark System) for carrying out certification of products which are in
accordance with European Standards and marked with the Keymark.
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 B.1.2.3 European Mark License �)

 
 Document issued under the rules of the European Certification Mark System, by which a
Certification Body grants to a body (manufacturer or supplier) the right to use the Keymark for its
products in accordance with the rules of the European Mark Scheme.
 

 B.1.2.4 Certificate of conformity (in accordance with EN 45020 and ISO Guide 2)
 
 Document issued under the rules of the European Certification Mark System, providing confidence
that a duly identified product is in conformity with the relevant European Standard.
 
 B.1.2.5 Empowerment
 
 Contractual permission to operate a CEN Keymark Scheme leading to grant the Keymark.
 

 

 B.1.3 The Keymark
 
B.1.3.1 Meaning of the Keymark (section 4A, clause A.2.1)
 
The Keymark is a third-party certification mark for a product, demonstrating to users and consumers
compliance of the product with the requirements of the relevant CEN/CENELEC Standard(s). It is
granted after the satisfactory completion of a certification procedure, comprising product conformity
tests (initial type tests), assessment of the documented factory production control for the related
production line, production site inspection and surveillance.

B.1.3.2 Ownership of the Keymark (section 4A, clause A.2.2)
 
 CEN grants to its national members bodies and its affiliates having published the relevant Ens, the right to
license the Keymark.
 
 
B.1.3.3 Design of the Keymark (section 4A, clause A.2.6)
 
The design of the Keymark is shown in Annex A1.

The Keymark shall in principle be put on the product itself. If placing on the product is not possible
or practical, the Keymark shall be put on the product’s package, the label attached to it, the
instructions for use or the accompanying commercial documentation.

At whatever size the Keymark is used or reproduced, the proportions given in the graduated drawing
in Annex A1 shall be respected.

                                                          
�) in accordance with ISO Guide 2, 15.3
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The Keymark includes an identification code referring to the Certification Body, which has granted
the license to use the Keymark, administered by the CEN Certification Board (CCB) in liaison with
CENELEC Conformity Assessment Forum (CCAF).

B.1.3.4 Protection of the Keymark (section 4A, clause A.2.5)

Only those applicants having obtained a licence to affix the Keymark by means of the procedures
laid down in the present document shall be entitled to use the Keymark.

Any infringement of the present document shall render the holder of the right to use the Keymark
liable to the actions referred to in clauses B.1.7.4 or B.1.7.5.

B.1.4 Certification Bodies
 
B.1.4.1 Certification Bodies implementing the CEN Keymark Scheme Rules shall be located in

CEN member countries or countries of CEN-Affiliates which have  published the
relevant European Standards and shall be empowered by CEN Certification Board
through the National Member Bodies or the CEN Affiliates.

 
 After decision of the CEN Certification Board on the empowerment of a Certification
Body the relevant CEN National Member Body or CEN-Affiliate as licensee of CEN
pursuant to a license agreement shall conclude a contract with this Certification Body.

 
B.1.4.2 Certification Bodies and engaged testing and inspection bodies shall fulfil the

"Requirements for Certification Bodies operating the CEN Keymark Scheme Rules".

B.1.4.3 A list of empowered Certification Bodies will be established by the CEN Certification
Board and will be made available on request from the CEN Management Centre and
from CEN National Member Bodies or CEN-Affiliates.

An updated list of all Certification Bodies empowered by the CEN Certification Board
(CCB) through the CEN NSBs and affiliates for providing the CEN Keymark in
mentioned product sectors is made available on the CEN Website.

B.1.5 Certification procedures for granting the right use of the
Keymark

B.1.5.1 Application

B.1.5.1.1 An Applicant who has been granted the right to use a national mark and who
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wishes to obtain the right of use of the Keymark, shall submit an application to an
empowered Certification Body (see Application Form in Annex B1).

B.1.5.1.2 Upon request, the Certification Body will provide appropriate information on the mode
of operation of the Keymark System, including details relating to testing and inspection
procedures, and related costs.

B.1.5.1.3 Formal application for the granting of a licence to use the Keymark is made through the
signing of a contract between the manufacturer and the chosen Certification Body
which sets their relationship, with respect to the implementation of the Keymark system
for the product(s) concerned.

B.1.5.2 Product related factory production control (FPC)

Precondition for the certification is the establishment and the operation of a product line related
factory production control taking into account the elements of EN-ISO 9000 and the process of the
related production line from the raw material until the storage of the products. The factory
production control has to be related at least to the characteristics covering aspects relevant for
safety, if not specified otherwise in the reference European Standard. The factory production control
should form part of the manufacturer's quality management system.

B.1.5.3 Initial inspection and initial type test (ITT)

B.1.5.3.1 Upon receipt of the contract referred to in clause B.1.5.1.3, the Certification Body
makes the necessary arrangements with the applicant for the initial inspection of the
factory and for the initial type testing. The initial inspection of the factory embraces a
documentation of the kind of production taking into account the elements of EN-ISO
9000 and the process(es) of the related production line(s) from the raw material until
the storage of the products and includes the evaluation of the applied factory production
control for the relevant production line and usually includes the sampling of products
for the initial type testing. If not specified otherwise in the reference European
Standards at least one test sample has to been taken.

B.1.5.3.2 The results of the initial inspection and the initial type test (ITT) have to be documented
in related reports. The Certification Body informs the applicant, with any necessary
explanations, of the results of the initial inspection of the factory and the initial type
testing.

If corrective action is necessary, the Certification Body may require the repetition of
parts of the initial inspection and testing procedure at the expense of the applicant.
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B.1.5.4 Surveillance procedures

The Certification Body which has granted the licence manages surveillance of the production and of
the product itself to ensure continued compliance with all the specified requirements for
certification in accordance with these scheme rules.

The inspections shall include the checking of the documentation at least once a year of the
performed product related factory production control as well as sampling for tests at least every
second year, if not scheduled more often in the reference European standard(s). If necessary,
samples can be taken from the market.

Concerning factory production control particular attention is to be drawn to any changes of the kind
of the production or the product which may affect the conformity to the initial type tested product.

For the purpose of surveillance the manufacturer agrees to allow the Certification Body and/or
bodies acting on its behalf access.

If non-conformities appear during the inspections and/or tests, a  repeated test or a further inspection
within a limited period may be required, at the expense of the manufacturer.

If the results of the surveillance do not allow the licence to be maintained, the manufacturer shall be
informed by the Certification Body without delay.

B.1.5.5 Corrective action

If the results of the surveillance show non-compliance with the related European standard(s) and
related specification if any, the Certification Body shall require the manufacturer to take corrective
action within a defined period which will not normally exceed 3 months. Additional surveillance
may be carried out at the expense of the manufacturer.

B.1.6 Fees

By applying for the use or extension of the Keymark for a product, manufacturers also agree to pay
for the certification service, which comprises the following:

- testing fees: fees which are fixed and are usually invoiced directly by the laboratory.
- certification fees: fees for certification procedures which are fixed and invoiced by the

Certification body

- inspection fees: fees which are fixed and may be invoiced directly by the inspection
body or the Certification Body.
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- licence fee: a common annual fee for the use of the Keymark, invoiced by the  Certification
Body on behalf of the CEN National Member Body in order to cover the costs of operating,
promoting and protecting the Keymark system incurred by CEN and the CEN National Member
Bodies.

B.1.7 Right of use of the Keymark

B.1.7.1 Initial grant of the right of use of the Mark

When the Certification Body is satisfied that all the requirements for obtaining the right of use of
the Mark have been met, it shall draw up a certificate of conformity, which represents also the
license for the use of the Keymark. This license for the use of the Keymark is not transferable
directly or indirectly.

The certificate shall include sufficient information to allow the identification and the tracebability of
the product, the production site, the licensee and the Certification Body and will bear the
signature(s) of the executive(s) responsible  for the Certification Body. A copy of the certificate is
transmitted to the CEN National Member Body.

B.1.7.2 Extension of the right of use

A manufacturer wishing to extend a right of use to allow the application of the Keymark to
additional types and models of products made in the same factory to the same European standard(s)
as the products for which the mark has been granted, shall apply to the Certification Body following
the usual procedure. The Certification Body may not require a further visit but will require to test
samples of the product variants to confirm conformity with the European standard(s). If the tests are
successful, the right of use will be granted.

B.1.7.3 Validity of the use of the Keymark

The validity of the use of the Keymark is unlimited if the preconditions for the use of the Keymark
are fulfilled.

B.1.7.4 Suspension of the right of use

The suspension of the right of the use of the Keymark is a temporary measure intended to protect
the integrity of the mark.

Certification Bodies may suspend the right of use of the Keymark in the following cases:

a) the products are no longer in conformity with the European Standard,
 
b) the clauses of the contract through which the manufacturer has been granted the
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right of use of the Keymark are no longer fulfilled by the manufacturer,

c) if corrective actions have not been taken as referred to in clause B.1.5.5, but only in cases
a) or b) above where the non-conformity does not require total withdrawal of the right of
use.

 
d) at the request of the manufacturer, for example, if the production of the products

concerned is temporarily halted. The conditions of the suspension are then agreed
between the manufacturer and the Certification Body.

The suspension is also notified to the manufacturer, by the Certification Body, together with the
following information:

- Period of suspension;

- Justification;

- Practicalities of implementing the suspension, in particular with respect to the products
already on the market with the Mark (e.g. product recall, advising the purchasers, etc.);

- Conditions to be fulfilled by the manufacturer for the lifting of the suspension. These may
include a satisfactory check on conformity at the initiative of the Certification Body at the
end of the suspension period.

B.1.7.5 Withdrawal/Cancellation of the right of use

Cancellation of the right of use may be initiated by the Certification Body, either when actions
described in clauses B.1.5.5 and B.1.7.4 had no effect or immediately in more serious cases. The
Certification Body shall require the manufacturer to remove the Keymark from the affected products
in the plant and on the market. The CEN National Member Bodies and the CEN Management
Centre shall be notified of the cancellation. The manufacturer may appeal against the decision of the
Certification Body in accordance with clause B.1.9.

The right of use ends also if the manufacturer declares the end of the use of the Keymark. In this
case the Certification Body notifies the CEN National Member Body which informs the CCB.
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B.1.8 Complaints

B.1.8.1 Complaints about certified products (section 4A, clause A.4.4)

Complaints about certified products may be lodged with the manufacturer or with the Certification
Body concerned, or with CEN through the CEN National Member Bodies or the CEN Management
Centre. In the latter cases the complaint is sent to the relevant Certification Body.

The Certification Body shall ensure that complaints are investigated by the manufacturer as soon as
possible and, where appropriate, advise the complainant of the outcome.

B.1.8.2 Action in case of non-compliance

If the investigations of the Certification Body reveal non-compliance with the requirements of the
relevant European standard or these CEN Keymark Scheme Rules, the action arising from the
investigation of this complaint is notified by the Certification Body in a registered letter to the
manufacturer. This action can take the form described in clause B.1.5.4 and B.1.5.5 above.

B.1.9 APPEAL PROCEDURES

B.1.9.1 Appeal to a Certification Body

The manufacturer may lodge an appeal with the Certification Body to which he addressed an
application for the use of the Keymark. The Certification Body for that purpose maintains its own
appeal procedure, in accordance with the principles laid down in EN 45011.

Such appeals, which do not suspend the decisions against which they are made, can only concern
the acts related to the certification procedures carried out by, or under the responsibility of the
Certification Body.

The appeal should be lodged, by registered letter, with the Certification Body concerned within two
weeks of the formal notification of the corresponding decision. The Certification Body shall
formally give its answer within one month following reception of the appeal.

B.1.9.2 Appeal to the CEN Certification Board

Manufacturers may lodge an appeal with the CEN Certification Board in the following cases:
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- as a last resort in case of rejection of, or non-response to, the appeal at the level of the
Certification Body ;

- directly if the request for appeal is based on the interpretation of the principles contained
in this document.

The appeal procedure does not suspend the decision against which it is made. It shall be notified to
the Secretary General of CEN by registered letter, within one month of the formal notification of the
contested decision.

The CEN Secretary General prepares a report to the CEN Certification Board, to be submitted to the
members at least one month before the deliberation. The decision is reached by simple majority of
the CEN Certification Board and is formally notified to the manufacturer and to the Certification
Body by the CEN Secretary General.

B.1.10 MODI FICATIONS O F THE  REQUIREMENTS AND RULES

The licensee shall be informed by the Certification Body if arrangements are being made by CEN
that will modify the requirements or rules affecting the right of use of the Mark.

B.1.10.1 The licensee shall be advised by the Certification Body, in a registered letter, of all
modifications with which it is necessary to comply.  The manufacturer shall state,
within a period of three months by registered letter, the decisions on whether or not to
continue with the certification of products on the basis of the modified requirements or
rules. The Certification Body shall make all necessary arrangements for the
implementation of these modified rules which may involve testing and inspection.

B.1.10.2 The manufacturer shall be granted a reasonable period for applying the modified rules.
If this period is exceeded, the right of use may be suspended in accordance with the
rules stated in clause B.1.7.4 .

B.1.10.3 If the manufacturer does not wish to continue to exercise the right of use of the
Keymark, the Certification Body shall inform the manufacturer of the date on which the
right of use is cancelled.

B.1.11 TERMINATION O F RELATIONS BETWEEN THE CERTI FICATION
BODY AND THE MANU FACTURER

These relations are deemed to be terminated in the following cases:

a) all the rights of use covered by the agreement have been cancelled and provided that all the
financial and other obligations of the manufacturer have been settled;
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b) the manufacturer goes into bankruptcy, liquidation, or ceases to manufacture the products

covered by the right of use.

In the event that the Certification Body ceases to operate in the field(s) covered by the right(s) of
use, the latter will notify this situation to the manufacturer and inform him of the list of other
Certification Bodies that shall protect the interest of the licence.

Termination of relations will be formally notified by the Certification Body in a registered letter to
the manufacturer and to the CEN National Member Body which informs the CEN Certification
Board.

B.1.12 PROVISIONS COVERING SPECIAL NATIONAL CONDITIONS OR
A-DEVIATIONS

To deal with special national conditions and A-deviations the Certification Bodies, when granting
the Keymark, have the task to include in the certificate a clear indication of the European countries
in which special national conditions or A-deviations apply.
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ANNEX B1: APPLICATION FORM FOR GRANTING THE KEYMARK

To the
(relevant Certification Body) Phone:

Fax:
e-mail:

Company: ____________________________________________

Corporate entity /Legal status: ____________________________________________

Contact person: ____________________________________________

Address (street): ____________________________________________

Postal code, town country: ____________________________________________

Phone / Fax / e-mail: ____________________________________________

We herewith apply: (please tick if applicable)

� for the issue of (a) certificate(s)

including the license for the use of the Keymark
to prove the conformity of the following product(s ):

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

with the following European product standard(s):
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

� to entrust, if applicable, the following testing laboratory/inspection body with
the tests and inspections necessary, if possible:

Name: ____________________________________________

Contact person: ____________________________________________

Address (street): ____________________________________________

Postal code, town, country:  ___________________________________________

Phone / Fax / e-mail: ____________________________________________

� for a call for tenders of testing laboratories/inspection bodies

Company: ____________________________________________
Postal code, town, country: ____________________________________________

Additional data for the product certification
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The production of the product and the product itself are subject to a factory production control in
accordance with the relevant product standard:

� yes � no

This factory production control is supported by a quality management system:

� yes � no

This system complies with:

� EN-ISO 9000

and has been certified by: ____________________________________________

Date of certification: ____________________________________________

The applicant agrees to comply with the requirements for certification and to supply any
information needed for evaluation of products to be certified.

_________________________ _________________________
Place and date Signature of the applicant

The following enclosures are attached to this application (please tick if applicable):

� drawings � declarations on performance criteria

� manufacturing drawings � instructions for use

� lists of items � pictures

� test results � model of the product

� test report(s) � product or specimen
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B.2. Requirements for Certification Bodies operating the CEN
Keymark Scheme Rules

B.2.1 Scope

The purpose of this document is to specify the general criteria and conditions which a Certification
Body (and its own or employed testing laboratories and inspection bodies) shall satisfy before
empowerment can be given by the CEN Certification Board (CCB).

These criteria and conditions by no means prejudice the commercial competition between the
Certification Bodies.

B.2.2 Normative References

EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories

EN 45001 General criteria for the operation of testing laboratories

EN 45002 General criteria for the assessment of testing laboratories

EN 45004 General criteria for the operation of various types of bodies
performing inspection (in combination with relevant clauses of EN
45011)

EN 45010 General requirements for assessment and accreditation of
certification/registration bodies

EN 45011 General criteria for certification bodies operating product certification
systems

EN 45012 General criteria for certification bodies operating Quality System
certification

B.2.3 Fundamental Requirements

All bodies shall be accredited in the relevant product field by bodies that are signatories to
the European co-operation for Accredition (EA) Multilateral Agreement (MLA).

B.2.3.1 Requirements for Certification Bodies

Certification Bodies shall fulfil EN 45011.
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The Certification Body shall operate a well-established certification scheme of its own for the
product categories for which it applies. Well established certification scheme denotes a certification
scheme that can be presumed to give a reasonable added value to its clients.

This added value will require that the Certification Body is delivering a registered certification
mark, well known by users and manufacturers.

Furthermore, the Certification body shall have operational experience in the category of products for
which a Keymark system is intended to be applied.

The Certification Body shall retain any conditions under which its empowerment has been granted,
particularly its accreditation, and shall inform the CCB through its National Standards Body of any
changes in those conditions.

The Certification Body shall operate surveillance for certified products.

B.2.3.2 Requirements for testing laboratories and inspection bodies

All laboratories or inspection bodies owned or employed by a Certification Body shall be accredited
respectively against EN ISO/IEC 17025 (EN 45001) or EN 45004 for the category of products and
related test methods covered by the European Standards concerned. In specific cases the
Certification Body may evaluate laboratories as an alternative to accreditation.

B.2.3.3 Specific requirements

A Certification Body shall cover all clauses in the product standard.

Each Certification Body, its testing laboratories and inspection bodies shall participate in meetings
relevant to the operation of the Keymark Scheme if appropriate.

The Certification Body, its laboratories and inspection bodies shall not receive financial subsidy to
support their certification, testing or inspection activities, in order to avoid unfair competition.

The Certification Body and its own or employed laboratories shall be located in one of the CEN
member countries or affiliated countries.

EN Standards within the scope of application, shall have been published in the country of the
Certification Body.
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B.2.4 Application Procedure

B.2.4.1 Application

An application to become a empowered Certification Body shall be addressed to the CEN
Certification Board via the CEN National Member Body. Proposals for the extension of the number
of testing laboratories, inspection bodies or of the scope thereof shall be handled in the same way.
The CCB provides notification of all laboratories and inspection bodies involved in the relevant
Keymark Certification Scheme.

B.2.4.2 Application file

In its application, the Certification Body shall provide evidence of its accreditation against EN
45011 and demonstrate its compliance with the requirements of the CEN Keymark Scheme Rules.

For testing laboratories, whether own or external, the Certification Body shall provide evidence in
its application that they comply with EN ISO/IEC 17025 (EN 45001).

For external inspection bodies, the Certification Body shall provide evidence in its application that
they comply with EN 45004 as a third party.

B.2.4.3 Acceptance of the application

The Secretary of the CEN Certification Board shall inform the applicant within the shortest possible
time span about any missing information needed to complete the application. The CEN Certification
Board will decide on the acceptance of the application.

B.2.5 Assessment Procedure

The CEN Certification Board, in case of reasonable doubts or dispute, is free to decide if an
assessment of the Certification Body or its own or employed laboratory(ies) or inspection bodies is
required. In this case an assessment team will be appointed.

B.2.5.1 Assessment team

The assessment team shall be composed of at least 2 experts of other countries to avoid conflicting
interests, representing the following knowledge/experience as appropriate:

- certification and quality assurance;
- application of standards and testing;
- equipment, instruments and their calibration.
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It is recommended that a part of the assessment team is composed of independent experts, i. e. not
employed by Certification Bodies, testing laboratories or inspection bodies, earlier accepted within
the Keymark System.

The members of the assessment team will be appointed by the CEN Certification Board. A
Certification Body may object "for cause" (reasons to be stated) to the appointment of the assessors.
The CCB will decide whether the reasons stated make change of persons necessary.

B.2.5.2 Assessment report

The findings of the assessment team will be reported to the CEN Certification Board which decides
whether or not empowerment is granted to:

- the Certification Body
- the own or employed testing laboratory or laboratories
- the own or employed inspection body or bodies.

The assessment report shall be recorded and retained by the CEN Certification Board. These record
are strictly confidential.

B.2.6 Appeal Procedures

Certification Bodies may lodge an appeal with the CEN Certification Board in the following case:

- failure of the CEN National Member Body to transmit an application  for empowerment

Certification Bodies may also lodge an appeal with CEN CA against:

- rejection by the CEN Certification Board of an application for empowerment

- refusal by the CEN Certification Board to recognise a national certification
system/scheme for additional use of the Keymark.

B.2.7 Infor mation

A Certification Body shall take all necessary steps to ensure that neither misleading nor harmful
information regarding the Keymark System is given by the Certification Body or its own or
employed testing laboratories and inspection bodies in communications with the clients, in
promotional material and brochures or any other communication media. It is not allowed:
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- to publish the assessment report or parts thereof;

- for the testing laboratory or inspection body to make reference to the Keymark system in
any communication other than with the agreement of the Certification Body for which
they are employed to work.

B.2.8 Maintenance of Records

It shall be ensured that records and test reports are available during a minimum period of 10 years
after expiry of the relevant Keymark license.
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B.3. THE CEN CERTIFICATION BOARD
Internal Regulations

B.3.1 Role and Functions

The CEN Certification Board (CCB) is responsible for all CEN conformity assessment activities for
certification purposes, where appropriate in liaison with CENELEC. Its functions comprise
especially:

B.3.1.1 Policy and Management Issues

- focusing for certification matters;

- liaison with inter-governmental organisations, international and European organisations
and European trade and professional organisations.  To brief CENs representatives in
other organisations upon matters related to conformity assessment;

- co-operation with the CEN Technical Board and in the preparation of standards which
meet the market needs in terms of conformity assessment;

- provision of opinions or advice in the field of conformity assessment, as requested.

B.3.1.2 Implementation of the Keymark System

- monitoring the implementation in CEN of the Keymark System and overseeing its
progress and effectiveness with the assistance of the CEN Management Centre;

- examining and deciding on proposals for new certification schemes;

- evaluating and deciding on the acceptance of existing national schemes as conforming to
the Keymark requirements;

- enlisting the advice of Technical Committees, where appropriate, and Industry
Associations;

- empowering of Certification Bodies;

- promoting the Keymark;
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- maintaining an overview of the finances of the CEN Keymark Scheme, and setting the
level of licence fees for use of the Keymark;

- keeping the fees on a level that the certification will encourage the use of the Keymark;

- protecting the Keymark against misuse;

- ensuring the maintenance of the necessary statistics and registers of certified products
and licences issued per product category;

- handling appeals.

B.3.1.3 CENCER Mark Scheme

- monitoring the operation of the existing scheme and setting the licence fee.

B.3.2 Operation

B.3.2.1 Reporting

The CEN Certification Board reports to the CEN Administrative Board (CEN/CA), and keeps the
Technical Board informed of its activities.  An annual report on certification is presented to the
General Assembly.

B.3.2.2 Membership

The CEN Certification Board consists of:

- the Chairman who should be proposed by the CCB and should be preferably a member
of CEN/CA; if not, it is recommended that the person participates to CA as counsellor
for certification issues.  The person will be appointed for a period of two years by the
General Assembly renewable for one further term.  In the absence of the Chairman, a
deputy can be appointed by CCB for the duration of a meeting;

- one permanent delegate and one deputy, both with experience of certification matters,
appointed for a period of two years renewable, by each CEN National Member Body
who shall establish the necessary contacts at national level so as to be able to represent
the national interests effectively;

- one permanent delegate and one deputy, both with experience of certification matters, of
each CEN Affiliate which implement the Keymark System;
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- up to six representatives of the CEN Associates to achieve the balance of interest at
European level;

- up to three representatives of industry sectors in which the Keymark is used;

- two representatives of the laboratories and inspection bodies, operating in the framework
of the Keymark.

Members of the four latter categories have a consultative voice, they are appointed for a period of
two years, renewable, by the General Assembly on the proposal of the Chairman of the CCB and of
the CEN Secretary General.

Members and all participants in the work of CCB are bound to respect the confidential character of
information obtained.  The chairman of CCB, can invite observers to CCB meetings as expert for
specific issues.

B.3.2.3 Meetings

The Certification Board meetings are convened by the CEN Management Centre on the instructions
of the chairman or at the request of at least two national delegates.  The Chairman may invite
experts, e.g. representatives of Technical Committees or representatives of the institutions of the
European Union (EU) or the European Free Trade Association (EFTA), to take part in some
Certification Board discussions.

Deadlines for circulation of documents (invitation to the meeting and agenda) for Certification
Board meetings shall be four weeks before meeting.  Other documents for discussion and decision
shall be sent out at least one week before the meeting.  Meeting documents should preferably be
sent out by electronic means.

The written record of principal decisions taken shall be distributed and confirmed before the closure
of the meeting. Minutes of the meeting shall be circulated not later than four weeks afterwards.

B.3.2.4 Voting

B.3.2.4.1 In all cases where a decision is required, every effort shall be made to reach consensus.

B.3.2.4.2 When necessary a voting decision may be reached either by a show of hands at the
meeting or outside a meeting by correspondence.  When a decision is taken by vote, only
CEN National Member Bodies may vote, subject to the provisions of the CEN Statutes
and only one unweighted vote per member may be cast.  An abstention shall not be
counted as a vote. In cases where a vote is found to be necessary, this will require a
simple majority of those voting.  Each national delegation has one vote.
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B.3.2.4.3 All negative votes and abstentions shall be accompanied by their justification.

B.3.2.5 Role of the CEN Certification Board members and participating Affiliates

The members of the CEN Certification Board and participating Affiliates should:

- promote the availability of the Keymark System, in particular through the dissemination
of information concerning the Keymark, the existence of the System as well as its
implementation in different sectors, in line with the intentions of the Certification Board;

- undertake at the national level to facilitate the access to relevant information and proceed
to the necessary consultations with interested parties, in view of their participation in the
making of decisions according to these rules;

- make available to the CEN Management Centre information relative to misuse of the
Keymark, and undertake to participate actively in the legal defence of the Keymark when
necessary.

B.3.2.6 Role of the CEN Management Centre

The CEN Management Centre operating as the secretariat of the CEN Certification Board has the
following tasks:

- the execution of all measures required to ensure the legal protection of the Keymark;

- taking into account the decisions of the CEN Certification Board;

- collecting, from the CEN National Member Bodies, on a yearly basis, the license fee for
the use of the Keymark;

- ensuring that the Keymark System conforms with the statutes;

- compiling and monitoring the updating, with the support of the empowered Certification
Bodies, the lists of certified products which it shall publish on a regular basis;

- ensuring the necessary liaisons with CENELEC, EOTC, the other European and
international standardisation bodies, and other European organisations and reporting to
the CCB;

- providing, in the countries where no CEN certification service is available for the
Keymark System, the appropriate information on the CEN National Member Bodies and
Certification Bodies where such services are available;
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- presenting, by the CEN Secretary General, to the CCB of an annual report reviewing the
operation of the Keymark System at the level of the CEN Management Centre;

- organising an internal survey to evaluate the compliance with the present rules of all
bodies involved, taking into account any appropriate information available.

B.3.3 General Provisions

B.3.3.1 Confidentiality

All the organisations and individuals involved in the Keymark System shall maintain the
confidentiality of the information obtained in the course of certification procedures unless written
consent is given by the manufacturer and by the empowered Certification Bodies involved.

B.3.3.2 Languages

Formal documents concerning the administration of the Keymark System are approved in the
official languages in use by CEN.  Licences to use the Keymark are drawn up in English and the
language of the country of the CEN National Member Body.  Technical working documents may be
elaborated and approved in one of the three CEN official languages only.

B.3.3.3 Appeals to the CEN Certification Board

Any affected party may lodge an appeal with the CEN Certification Board.  The procedure is laid
down in the CEN Keymark Scheme Rules for granting the CEN/CENELEC European Certification
Mark (Keymark).

B.3.4 CENCER Scheme: Transition Period for the Existing Scheme

The specific rules for the CENCER marking scheme already adopted according to the CEN Internal
Regulations Part 3, Edition 2 - Directives for Certification Work - remain valid until they are
replaced by new scheme rules.

The CEN Internal Regulations, Part 3, Edition 2 remain valid only for the administration of the
operational scheme except for any new scheme development.  They will be withdrawn when the
CENCER Mark is no longer used.
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SECTION 4C: THE CEN/CENELEC EUROPEAN MARK SYSTEM -
RULES FOR IMPLEMENTATION IN CENELEC AREA

C.1 Introduction

Each Mutual Recognition Arrangement (MRA) operating in the field of the standardization activities
covered by CENELEC may on its own decision introduce a request for the use of the CEN/CENELEC
European Mark.

CENELEC may grant the use of the CEN/CENELEC European Mark to MRAs which fulfi l the
requirements of the rules for the CEN/CENELEC  European Mark System.

The adoption of the rules for the CEN/CENELEC European Mark System does not prejudice the
continuing use of already existing commonly agreed marks for certain product areas in the field of
electrotechnology, i.e. the CECC mark for electronic components, the HAR mark for electrical cables
and cords and the ENEC mark for luminaires and relevant components, if the signatories of the related
MRA so wish.

C.2 Application for a CEN/CENELEC European Mar k Scheme

C.2.1 Empowered organisations

The organisations empowered to implement the Keymark Scheme rules are the certification bodies
signatories of a relevant Mutual Recognition Arrangement operating in the field of electrotechnology,
granted the use of the CEN/CENELEC European Mark by CENELEC.

C.2.2 Identification of the empowered organisation

The identification code included in the CEN/CENELEC European Mark referring to the empowered
organisation granting the licence to use the Mark is composed of 3 digits :

- one digit is a letter of the alphabet, identifying the CEN/CENELEC European Mark
Scheme under which the licence to use the Mark has been granted.  The allocation of this
letter code is administered by the CCAF secretariat;

- the two other digits identify the empowered organisation which granted the licence to use
the Mark.  This number is allocated under the responsibility of the related CEN/CENELEC
European Mark Scheme and administered by the CCAF secretariat.
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C.2.3 Validity of the Mark

For licences granted on the basis of standards which have not been changed for 10 years, the Keymark
Scheme rules may define specific rules for re-testing.

If a manufacturer fails to comply with the specified quality system and/or other surveillance
requirements, or if the product is found no longer to comply with the relevant EN or HD, it is the
responsibility of the responsible empowered organisation to suspend or to withdraw the licence to use
the Mark in accordance with the provisions of section 4A.

C.3 Manufacturer's location

A manufacturer, applying for a licence to use the CEN/CENELEC European Mark for a product
manufactured by him or under his responsibility, can be located in any country provided that he
complies with all relevant requirements of the CEN/CENELEC Internal Regulations-part 4, as well as
with the provisions of the rules of the corresponding CEN/CENELEC European Mark Scheme.

____
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