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第１部 国際レベルにおける標準化の動向  
－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．国際市場性（Global Relevance）についての概念整理 

ISO（国際標準化機構）では、WTO/TBT 協定における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。 
 
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。 

 
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。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、別途に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がある国際市場性のある ISO 規

格が可能か、 
－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 規格が可能か、

又は 
－国際市場性の 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。 
 

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最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。性能規定は更なる技術革新に最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最も制約される。

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、完全に設計規定の規格の開

発が妥当であり、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、

どの手法が最も妥当かは、問題になっている技術課題による。 
 

原則４．既存の正当な市場の相違がある場合には、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しながら、ISO/IE
規格は進化の過程を通ることができる。 

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如何に扱うかを検討することができる。 
 

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、それら相違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。 
 

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。 
 
 
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）に関す

る動向－ 
 

エネルギー使用機器（EuP）にエコデザイン基準の適用を求める EuP プログラムは、

枠組み指令及び具体的な実施対策指令により構築予定であるが、現時点では、枠組み指



令が欧州委員会及び欧州閣僚理事会の承認は得たものの欧州議会の最終承認を得るため

の議論はまだ始まっておらず、実施対策指令に関しては原案の作成さえまだ行われてい

ない。 
したがって、当該プログラムが実際にどのような製品にどのような影響を及ぼすのか

という点について、現時点においてそれを明確化することは不可能であるが、本報告書

では、周辺情報、非公式情報等をもとに、推測を試みた。 
 

【影響を受ける可能性のある製品】 
・ EuPプログラムと類似のEUプログラムであるECCP(European Climate Change 

Programme 欧州気候変動プログラム)に、最も有益かつ唯一のリストが掲載され

ており、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、産業

用モータ／ポンプ／コンプレッサ／送風機、産業用プロセス用ヒータが重要な製

品分野とされている。 
・ 欧州委員会のエネルギー総局は、食器洗浄機及び洗濯機（関連指令の改正及び更

新）、並びに温水機器（現行の温水ボイラー及びガス機器に関する指令の対象外）

が当初の目標となる可能性があるとコメントしている。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

能性がでてきている。 
 
【対象となる可能性のある課題】 

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。 
・ エネルギー性能（エネルギー消費コントロール）が優先されるで可能性がある。 
・ 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。 
 
【実施対策措置の形態】 

EuP プログラムは、実施対策措置の形態について、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。 
・ 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化されている。 

 



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。 
 
【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。 
 
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

照されている規格は以下のとおりである。 
EN 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 

EN 50229: Electric clothes washer-dryers for household use. Methods of measuring 
the performance 

EN 50242: Electric dishwashers for household use – Test methods for measuring 
the performance (A1, A2, A3 を含む) 

EN 50285: Energy efficiency of electric lamps for household use – measurement 
methods 

EN 50294: Ballasts for fluorescent lighting 
EN 50304: Electric ovens for household use. Methods for measuring energy 

consumption 
EN IEC 60456: Clothes washing machines for household use - methods for 

measuring performance (A11, A12, A13 を含む) 
EN IEC 61121: Tumble dryers for household use – methods for measuring the 

performance (A11 を含む) 
 
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上記以外には

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、英国政府の方が先に、2005 年中に報

告されそうである。 
 
 



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 

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。 
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

おり、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。 
これにより、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する書類を追加して、authority に申請する。 
現在、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り、民間の認

定制度は指令の運用において十分に活用されているといえる。 
 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(mandate)が与えられ

ていることが明記されている。EU 委員会から欧州標準化機関に対する mandate 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

りの EN 規格は整合化規格として実際に運用されてきている。 
上記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

CNB(Coordination of Notified Bodies)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。 

 
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 

 イギリス、フランス、ドイツの主な欧州各国においては、それぞれの制度に基づき、

認定機関と政府組織との間で、何らかの取り決めを有している。 
 その中でも、ドイツは、分散型の制度を有しており、日本の現状に近い。 

 
３．CE マーキング制度の見直しの状況 

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: 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）指定の標準要件の設定（認定要件を含む） 
 通知機関(NB)の能力の最適化（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 
 新しい、欧州共通のマーケットサーベイランスシステム 
 試験の下請けルールの明確化と単純化 
 品質管理システムを用いたモジュールの適用の拡大。 
 ウェブサイトを利用したNBのリストの閲覧システム 
また、欧州委員会は玩具安全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

た。その主な、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 
 適合宣言の第三者認証の適用拡大 
 型式認可の有効期限の短縮 
 通知機関に関する変更 

 

 

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 

 Keymark は正式名称を”CEN/CENELEC European Mark”といい、

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）を受けたものである。 

 その後、1993 年～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。 
 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。 
 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 マーク制度にも良く似ている。 
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。 
 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）に位置していることが求め

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、13 カ国の EU メンバーで 20 の機関が認定されている。 

Keymark制度は利用状況が拡大しない問題点を抱えている。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。 
 これに対し、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。 
 2003 年 5 月 7 日に公表された“Internal Market Strategy Priorities 2003-2006”で

は、10 の優先分野が示されているが、その中で、欧州の任意のマーク制度の強化の必要

性、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旨の宣言が明

記されている。 
 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）の取り組みである。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。彼らの姿勢の変化については、正確な情報は得られていないが、①Keymark 制度に

変わる新たな品質マーク制度創設の可能性、②欧州の拡大による欧州統一マークへのニ

ーズの向上、等が考えられる。 
 さらに、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

るように、拡大した。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。 
 
２．DIN CERTCO の動向 
 DIN CERTCO は、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 10,300 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。 
最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。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。 
 DIN Gepruft マークは DIN CERTCO の中で最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 品目となる。 



 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。 

 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。 
・ 
 
 

 

この事業は、オートレースの補助金を受けて実施したものです。

 

 


