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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 。ま た 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 の 規 格 の 中 に は 独 自 で 制 定 し た も の も あ り 、国 際 化 の 視 点 で
の 見 直 し を 行 う 必 要 性 が 高 ま っ て い ま す 。こ の た め 弊 会 で は 経 済 産 業 省 の 委 託
を 受 け て 、従 来 か ら 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、国際標準化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などが制定されて
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 よ る 機 種 別・課 題 別 標 準 化 の 推 進 な ど で 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 、弊 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 環 境 規 制 及 び 標 準 化 活 動 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１８年３月

社団法人
会

日本機械工業連合会
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１７年度社団法人日本機械工業連合会より「欧州等における環境関連規制及び標準化
活動の動向調査」というテーマで実施した本受託調査研究は、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１８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
欧州地域では、電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS 指令）
、
廃電気電子機器に関する指令（WEEE 指令）、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）等、電気・電子機器等を対象とした環境関連の規制及びそれらに対応するため
の標準化活動が活発化しており、欧州市場で経済活動を展開するためには、対象となる製品がこ
れらの規制及び関連規格との整合性が確保される必要がある。我が国の機械産業は、その海外市
場及び貿易先として欧州市場に大きく依存しているため、欧州地域におけるこれらの基準認証制
度に関する最新の動向把握が必須となっている。特に、2004 年 5 月には、第 5 次 EU 拡大が実施
され、それらが欧州市場全体に与える影響等も考慮しながら動向把握に努める必要がある。
したがって、経済のグローバル化の進展に伴い、機械工業の国際的な対応をさらに進め、また
高付加価値化を図るため、我が国の機械工業における国際規格への対応、国際標準化戦略等標準
化に関する調査研究の一環として、欧州等における環境関連規制の動向及び標準化活動の動向調
査を行うことが重要である。
以上を踏まえ、欧州等における環境関連の基準認証制度及び関連標準化活動の最新の動向に適
切に対応し、我が国の機械産業の欧州市場における競争力向上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、以下の二部から構成されている。
第1部

国際レベルにおける環境分野の標準化活動の動向

第2部

欧州における環境関連規制及び標準化活動の動向

第 1 部では国際標準化機構である ISO 及び IEC における環境分野の標準化活動の動向を、また
第 2 部では RoHS 指令、WEEE 指令、EuP 指令及び REACH 指令の最新動向及び欧州標準化機関である
CENELEC 及び CEN における環境分野の標準化活動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環境分野の標準化活動の動向

1. ISO（国際標準化機構）における環境分野の標準化活動の動向
1.1. ISOにおける環境分野の標準化検討体制
国際標準化機構（ISO）では、環境という面から各専門委員会（TC）に分野横断的に提言あるい
は勧告するような上層機関は存在しない。
ただし、環境という面を配慮するガイドラインあるいは環境分野の規格を策定する専門委員会
は存在し、個々の専門委員会でも環境という面に焦点を当てた規格を作成しているところもある。
例えば、1997 年に制定された ISO ガイド 64 は製品規格に環境側面を導入するための指針であ
り、規格策定者を対象として製品規格の中で環境側面について考慮しなければならない事項につ
いて規定している。
また、環境管理分野の ISO 規格策定を行う専門委員会である TC207 では、ISO14000 シリーズを
始めとして各種環境分野の検討を行っているところである。さらに、大気分野の ISO 規格策定を
行う専門委員会 TC146、水質分野の ISO 規格策定を行う専門委員会 TC147 なども活動を行ってい
る。
個々の専門委員会の活動としては、例えば、プラスチック分野の ISO 規格策定を行う専門委員
会 TC61 で環境配慮規格である ISO17422
（Plastics- Environmental aspects - General guidelines
for their inclusion in standards：プラスチック規格への環境側面の導入に関する指針）が 2002
年に制定されている。ただし、現状において個々の専門委員会で個別製品分野の環境面に焦点を
当てた規格はさほど多く策定されていない。
1.1.1. TC207（環境管理）
環境管理分野の ISO 規格策定を行う専門委員会（TC）である TC207 の組織構造は、TC の下に 5
つの分科委員会（SC）
、4 つのワーキンググループ（WG）、1 つの用語を検討・調整するグループ（TCG）
から構成されている。
作業範囲としては、持続可能な発展を支える環境管理システムやツールの標準化である。
各 SC、WG での検討項目及び議長国・幹事国は以下のとおり。
̶

TC207（環境管理）本体

議長国・幹事国

̶

SC1（環境マネジメントシステム）

議長国・幹事国

̶

SC2（環境監査）

オランダ

̶

SC3（環境ラベル）

̶

SC4（環境パフォーマンス評価）

̶

SC5（ライフサイクルアセスメント）

̶

TCG（用語）

議長国・幹事国
議長国・幹事国

議長国・幹事国

カナダ
イギリス

オーストラリア

議長国・幹事国
議長国

ノルウェー
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米国

ドイツ、幹事国

フランス

̶

WG4（環境コミュニケーション）

̶

WG5（気候変動）

̶

WG6（温室効果ガス検証機関）

̶

WG7（製品規格に環境側面を導入）

議長国

議長国

米国、幹事国

マレーシア、幹事国
議長国

スウェーデン

カナダ

南アフリカ、幹事国

議長国

カナダ

コロンビア、幹事国

ドイツ

【参考資料】
╼

TC207

╼

TC207/SC1

╼

TC207/SC2

╼

TC207/SC3

╼

TC207/SC4

╼

TC207/SC5

1.1.2. TC146（大気の質）
大気分野の ISO 規格策定を行う専門委員会である TC146 の組織構造は、TC の下に 6 つの分科委
員会（SC）から構成されている。
作業範囲としては、用語の定義、空気中のサンプリング、大気の特性の測定及び報告など、大
気の質に関する標準化である。
各 SC、WG での検討項目及び議長国・幹事国は以下のとおり。
̶

TC146（大気の質）本体

議長国

̶

SC1（固定発生源大気の測定）

̶

SC2（作業環境大気の測定）

̶

SC3（環境大気の測定）

̶

SC4（大気測定の一般事項）

̶

SC5（気象）

̶

SC6（室内空気）

オランダ、幹事国
議長国・幹事国

議長国・幹事国

議長国・幹事国

議長国・幹事国

議長国

ドイツ

オランダ
米国

米国

フランス、幹事国

ドイツ

米国

議長国・幹事国

ドイツ

【参考資料】
╼

TC146

╼

TC146/SC1

╼

TC146/SC2

╼

TC146/SC3

╼

TC146/SC4

╼

TC146/SC5

╼

TC146/SC6

1.1.3. TC147（水質）
水質分野の ISO 規格策定を行う専門委員会である TC147 の組織構造は、TC の下に 5 つの分科委
員会（SC）と 1 つのワーキンググループ（WG）から構成されている。
作業範囲としては、用語の定義、水のサンプリング、水の特性の測定及び報告など、水質に関
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する標準化である。
各 SC、WG での検討項目及び議長国・幹事国は以下のとおり。
̶

TC147（水質）本体

議長国・幹事国

̶

SC1（用語）

̶

SC2（物理的・化学的・生物的方法）

̶

SC4（微生物学的方法）

̶

SC5（生物学的方法）

̶

SC6（サンプリング（一般方法））

̶

WG4（放射性物質の測定）

議長国・幹事国

ドイツ

南アフリカ共和国
議長国・幹事国

議長国・幹事国
議長国

ドイツ

空席、幹事国

ドイツ

議長国・幹事国

議長国・幹事国

ドイツ

イギリス

フランス

【参考資料】
╼

TC147

╼

TC147/SC1

╼

TC147/SC2

╼

TC147/SC4

╼

TC147/SC5

╼

TC147/SC6

1.2. ISOにおいて発行済みの主たる環境関連規格及び開発が進行中の環境関連規格案
1.2.1. ISOガイド64
（1） 概要
ISO ガイド 64（製品規格に環境側面を導入するための指針）は、環境管理分野の ISO 規格策定
を行う専門委員会である TC207 で検討され、1997 年に制定されている。この規格の使用は規格作
成者を対象としており、製品規格の中で環境側面について考慮しなければならない事項について
規定している。この目的はこのガイドを元に作成された JISQ0064 によれば以下のとおりである。
•

製品規格の規格事項は、マイナス及びプラスの両面で環境に与える可能性があるという意
識を高める。

•

製品規格と環境との関係の要点を述べる。

•

環境に悪影響を与えるような製品規格の規定事項を回避するのに役立たせる。

•

製品規格を開発する際に、環境側面も配慮することは複雑なプロセスであり、競合する優
先事項とのバランスをとる必要があることを強調する。

•

環境側面を配慮した製品規格を作成する際には、ライフサイクルの考察及び認められた科
学的方法を利用するよう推奨する。

これら目的を達成するために、この規格は次のことを行う。
•

製品規格を作成する際には、製品本来の機能と環境への影響とがバランスのとれた製品規
格にするために、推奨される幾つかの考え方を明らかにする。

•

製品規格の規定事項が、製品のライフサイクルの各段階を通じて、どのように環境に影響
するかの大筋を示す。
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•

製品規格の規定事項が、どのように環境に影響するかを見極め、評価する技術を考える。

•

製品規格の規定事項に起因する環境への悪影響を減少させるために幾つかの方法を明らか
にする。

（2） 改訂作業
2004 年 12 月に ISO ガイド 64 の改訂に関する新業務項目提案（NWIP;New Work Item Proposal）
がなされた。2007 年 7 月の発行をめどに現在作業が進捗している。
【参考資料】
ISO Guide 64:1997 Guide for the inclusion of environmental aspects in product

╼

standards
ISO/WD Guide 64 Guide for the inclusion of environmental aspects in product

╼

standards
JISQ0064:1998

╼

1.2.2. ISO14000シリーズ
（1） 概要
ISO14000 シリーズも TC207 で検討され、1996 年に制定されている。その後、時代の変化にあわ
せていくつかの追加・改訂・廃止がなされている。
•

ISO14000 シリーズとその ISO 規格発行時期は以下のとおりである。

•

ISO14001（環境マネジメントシステム-仕様及び利用の手引）

•

ISO14001：2004（環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引）

•

ISO14004（環境マネジメントシステム-原則、システム及び支援技法の一般指針） 1996 年

•

ISO14004：2004（環境マネジメントシステム-原則、システム及び支援技法の一般指針）2004

1996 年
2004 年改訂

年改訂
•

ISO14010（環境監査の指針-一般原則）1996 年（その後、ISO19011 へ統合廃止）

•

ISO14011（環境監査の指針-監査手順-環境マネジメントシステムの監査）1996 年（その後、
ISO19011 へ統合廃止）

•

ISO14012（環境監査の指針-環境監査員のための資格基準）1996 年（その後、ISO19011 へ
統合廃止）

•

ISO14015（環境マネジメント-用地及び組織の環境アセスメント（EASO））2001 年

•

ISO19011（品質及び/又は環境マネジメントシステム監査の指針）2002 年

•

ISO14020（初版）
（環境ラベル及び宣言-一般原則）1998 年

•

ISO14020（二版）
（環境ラベル及び宣言-一般原則）2000 年

•

ISO14021（環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張（タイプ 環境ラベル表示））1999
年

•

ISO14024（環境ラベル及び宣言-タイプ 環境ラベル表示-原則及び手続）1999 年

•

TR14025（環境ラベル及び宣言-タイプ 環境宣言）2000 年

•

ISO14031（環境マネジメント-環境パフォーマンス評価-指針）1999 年

•

TR14032（環境パフォーマンス評価事例集（EPE））1999 年
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•

ISO14040（環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み）1997 年

•

ISO14041（環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-目的及び調査範囲の設定並び
にインベントリ分析）1998 年

•

TR14049 （環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-目的及び調査範囲の設定並び
にインベントリ分析の ISO14041 に関する適用事例）2000 年

•

ISO14042（環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-影響評価）2000 年

•

ISO14043（環境マネジメント-ライフサイクルアセスメント-解釈）2000 年

•

TS14048（ライフサイクルアセスメント-データフォーマット）2002 年

•

TR14047（ライフサイクルアセスメント-影響評価事例集）2003 年

•

ISO14050（初版）
（環境マネジメント-用語）1998 年

•

ISO14050（二版）
（環境マネジメント-用語）2002 年

•

TR14061（森林マネジメント）1998 年

•

TR14062（環境マネジメント-環境適合設計）2002 年

【参考資料】
╼

ISO14001:2004 Environmental management systems̶Requirements with guidance for use

╼

ISO14004:2004

Environmental

management

systems̶General

guidelines

on

principles,systems and support techniques
╼

ISO14015:Environmental management ̶Environmental assessment of sites and
organizations(EASO)

╼

ISO19011:Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

╼

ISO14020:2000 Environmental labels and declarations-General principles

╼

ISO14021: Environmental labels and declarations-Self-declared encironmental
claims(Type II environmental labelling)

╼

ISO14024:

Environmental

labels

and

declarations-Type

I

environmental

III

environmental

labeling-Principles and procedures
╼

TR14025:

Environmental

labels

and

declarations-Type

declarations
╼

ISO14031:Environmental

management

̶Environmental

performance

evaluation-Guidelines
╼

TR14032:Environmental

management

̶Examples

of

environmental

performance

evaluation(EPE)
╼

ISO14040:Environmental

management

̶Life

management

̶Life

cycle

assessment-Principles

and

framework
╼

ISO14041:Environmental

cycle

assessment-Goal

and

scope

definition and inventory analysis
╼

TR14049:Environmental management ̶Life cycle assessment-Examples of application
of ISO14041 to goal and scope definition and inventory analysis

╼

ISO14042:Environmental management ̶Life cycle assessment-Life cycle impact
assessment
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ISO14043:Environmental

╼

management

̶Life

cycle

assessment-Life

cycle

interpretation
TS14048:Environmental management ̶Life cycle assessment-Data documentation

╼

format
TR14047:Environmental management ̶Life cycle impact assessment- Examples of

╼

application of ISO14042
╼

ISO14050:2002 Environmental management ̶Vocabulary

╼

TR14061:Information to assist forestry organizations in the use of Environmental
Management System standards ISO14001 and ISO14004
TR14062:Environmental management ̶Integrating environmental aspects into product

╼

design and development
（2） 最近の改訂・新規制定作業
■

既になされた改訂
既になされている改訂で大きなものは、2004 年に行われた ISO14001 の改訂と ISO14004 の改訂

である。
ISO14001：2004（環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手引）改正のポイントは、参
考資料の ISO のプレスリリースでも述べられているように、1996 年初版発行からのユーザーの膨
大な経験を踏まえて、よりわかりやすく、使いやすくするために、第一に、要求事項の内容をよ
り明確化したこと、第二に、品質マネジメント規格の ISO9001：2000 との両立性の改善を図った
ことにある。
①要求事項の明確化が図られた主な事項
•

法的及びその他の要求事項の順守に関わる管理の強化

•

適用範囲内の全ての環境側面を考慮

•

間接的な環境側面への対応の徹底

②ISO9001:2000 との両立性の改善が図られた事項
•

文書、記録、手順、不適合、予防処置、是正処置、監査員の定義を ISO9001 から引用

•

文書類、文書管理、不適合並びに是正処置及び予防処置、記録の管理、内部監査、マネジ
メントレビューの各項の要求事項の記述を ISO9001:2000 と整合化

ISO14004：2004（環境マネジメントシステム-原則、システム及び支援技法の一般指針）改正の
ポイントは、参考資料の ISO のプレスリリースでも述べられているように、ISO14001:2004 との
用語等の一貫性・適合性が改善され、また、中小企業が使いやすい用語に改められているという
点である。
【参考資料】
╼

ISO pressreleases Ref.940,2004 ISO 14000 environmental management system
standards
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■

現在行われている改訂・制定作業
2006 年あるいは 2007 年をめどに現在、TC207 において以下の改訂・制定作業が進捗している。
・ AWI14005（環境マネジメントシステム-環境パフォーマンス評価の利用を含む環境マネジメ
ントシステムの段階的実施の手引）
これは、承認済み業務項目（AWI）の段階の案で、第一段階目のもの。英国規格協会の規
格（BS8555）が基礎となっており、主として中小企業を対象とした環境マネジメントシス
テムの段階的適用ガイド作成を主たる目的としている。TC207 の SC1（環境管理システム）
で議論が行われている。
・ ISO14025（環境ラベル及び宣言-タイプ 環境宣言）
これは現在、最終国際規格案（FDIS）段階であり、2006 年発行を目途に TC207 の SC3（環
境ラベル）において審議が進んでいる。
・ ISO14040（ライフサイクルアセスメント-原則及び枠組み）
、ISO14044（ライフサイクルア
セスメント-要求事項及び指針）
これらは現在、FDIS 段階であり、2006 年発行を目途に TC207 の SC5（ライフサイクルアセ
スメント）において審議が進んでいる。既存の規格である ISO14040、ISO14041、ISO14042、
ISO14043 の 4 規格を再編する目的で作られているものである。
・ ISO14050（環境マネジメント-用語）
これは現在、改訂に向けて委員会原案（CD）段階であり、第二段階目のもの。2006 年発行
を目途に TC207 において審議が行われている。今回の主たる改正のポイントは、後述の
ISO14063、ISO14064、ISO14065 など新たに改訂、策定中の規格の用語及び定義の追加等を
行うことにある。
・ ISO14063（環境コミュニケーション）
これは現在、FDIS 段階であり、2006 年発行を目途に TC207 の WG4（環境コミュニケーショ
ン）において審議が進んでいる。
・ ISO14064-1,2,3（温室効果ガスの定量化・モニタリング・報告・検証ガイドライン）
これらは現在、FDIS 段階であり、2006 年発行を目途に TC207 の WG5（気候変動）において
審議が進んでいる。
・ ISO14065（温室効果ガス排出の実証・検証を行う第三者機関に対する要求事項）
これは現在、国際規格案（DIS）段階であり、第三段階目のもの。2006 年発行を目途に TC207
の WG6（温室効果ガス検証機関）において審議が進んでいる。

【参考資料】
╼

ISO/AWI14005:Environmental

management

systems̶Guidelines

for

a

staged

implementation of an environmental management system, including the use of
environemental performance evaluation
╼

ISO/FDIS14025: Environmental labels and declarations-Type III environmental
declarations-Principles and procedures

╼

ISO/FDIS14040:Environmental management ̶Life cycle assessment-Principles and
framework

╼

ISO/FDIS14044:Environmental management ̶Life cycle assessment-Requirements and
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guidelines
╼

ISO/CD14050:Environmental management ̶Vocabulary

╼

ISO/FDIS14063:Environmental management ̶Environmental communication-Guidelines
and examples

╼

ISO/FDIS14064-1:Greenhouse gases-Part1:Specification with guidance at the
organization level for quantification and reporting or greenhouse gas emittions
and removals

╼

ISO/FDIS14064-2:Greenhouse gases-Part2:Specification with guidance at the
project level for quantification, monitoring and reporting or greenhouse gas
emittions and removals

╼

ISO/FDIS14064-3:Greenhouse gases-Part3:Specification with guidance for the
validation and verification of greenhouse gas assertions

╼

ISO pressreleases Ref.983,2005 ISO 14064 standard on greenhouse gases in wings
of UNʼs Climate Change Coference

╼

ISO/DIS14065:Greenhouse gases-Requirements for greenhouse gas validation and
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition

╼

ISO pressreleases Ref.948,2005 ISO present at World Economic Forum in Davos:
ʻInternational Standards contribute positively to global issuesʼ

1.2.3. TC146（大気の質）関係規格
（1） 概要
TC146 ではこれまで 80 の ISO 規格が制定された。特筆すべきものがないので省略するが、別添
参考資料に掲載する。
【参考資料】
╼

Standards and/or guides of TC146

（2） 最近の改訂・新規制定作業
現在、SC1（固定発生源大気の測定）で 5、SC2（作業環境大気の測定）で 6、SC3（環境大気の
測定）で 1、SC4（大気測定の一般事項）で 3、SC5（気象）で 2、SC6（室内空気）で 10 の規格案
が議論されている。
【参考資料】
╼

TC146/SC1 Projects

╼

TC146/SC2 Projects

╼

TC146/SC3 Projects

╼

TC146/SC4 Projects

╼

TC146/SC5 Projects

╼

TC146/SC6 Projects
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1.2.4. TC147（水質）関係規格
（1） 概要
TC147 ではこれまで 218 の ISO 規格が制定された。特筆すべきものがないので省略するが、別
添参考資料に掲載する。
【参考資料】
╼

Standards and/or guides of TC147

（2） 最近の改訂・新規制定作業
現在、TC147 本体で 2、SC1（用語）で 2、SC2（物理的・化学的・生物的方法）で 22、SC4（微
生物学的方法）で 5、SC5（生物学的方法）で 18、SC6（サンプリング（一般方法））で 5 の規格案
が議論されている。
【参考資料】
╼

TC147 Projects

╼

TC147/SC1 Projects

╼

TC147/SC2 Projects

╼

TC147/SC4 Projects

╼

TC147/SC5 Projects

╼

TC147/SC6 Projects

1.2.5. その他のISO専門委員会で策定された環境面での配慮を念頭においた規格
規格要旨に環境側面という文言が記載されている ISO 規格はこれまで取り上げた規格を除けば
9 ある。詳細は別添に付すが、この中で特筆すべきは ISO17422（プラスチック-環境側面-規格へ
の導入に関する指針）である。これは TC61（プラスチック）で議論され 2002 年に発行されたの
だが、もともと JIS 規格であったものを ISO 規格化したものであり、我が国の環境配慮への取り
組みが国際的に評価された証である。
【参考資料】
╼

ISO5673-1:2005 Agricultural tractors and machinery-Power take-off drive shafts
and power-input connection-Part1: General manufacturing and safety requirements

╼

ISO7608:1985 Shipbuilding- Inland navigation-Couplings for disposal of oily
mixture and sewage water

╼

ISO10813-1:2004 Vibration generating machines-Guidance for selection-Part1:
Equipment for environmental testing

╼

ISO11064-6:2005 Ergonomic design of control centres- Part6:Environmental
requirements for control centres

╼

ISO11681-1:2004 Machinery for forestry- Portable chain-saw safety requirements
and testing-Part1: Chain-saws for forest service
10

╼

ISO16428:2005 Implants for surgery- Test solutions and environmental conditions
for static and dynamic corrosion tests on implantable materials and medical devices

╼

ISO17422:2002 Plastics-Environmental aspects- General guidelines for their
inclusion in standards

╼

ISO/TS19706:2004 Guidelines for assessing the fire threat to people

╼

ISO21647:2004 Medical electrical equipment- Particular requirements for the basic
safety and essential performance of respiratory gas monitors

2. IEC（国際電気標準会議）における環境分野の標準化活動の動向
2.1. IECにおける環境分野の標準化検討体制
国際電気標準会議（IEC）では、規格作成における環境配慮を議論し、環境問題に関連する IEC
活動への助言、指導及び調整する場として、環境諮問委員会（ACEA：Advisory Committee on
Environmental Aspects）が標準管理評議会（SMB）の下の技術諮問委員会として設置されている。
ただし、電磁両立性（EMC）問題については、同じく SMB の下の技術諮問委員会である電磁両立性
諮問委員会（ACEC）において議論されている。
環境という面を配慮するガイドラインについては、1995 年に IEC ガイド 109（環境側面-電気・
電子製品規格への導入）
、2000 年に IEC ガイド 113（電気・電子機器の使用材料開示質問表-基本
指針）が発行されている。また、最近では、2005 年に IEC ガイド 114（電気・電子機器の環境配
慮設計）が発行された。
さらに、電気・電子製品全体の環境技術課題を検討し、製品横断的な標準を策定するための専
門委員会として、2004 年に TC111（環境配慮）が設置された。
2.1.1. 環境諮問委員会（ACEA）
規格作成における環境配慮を議論し、環境問題に関連する IEC 活動への助言、指導及び調整す
る場として、環境諮問委員会（ACEA：Advisory Committee on Environmental Aspects）が標準管
理評議会（SMB）の下の技術諮問委員会として設置されている。環境配慮を促す各種ガイドライン
（IEC ガイド 109（環境側面-電気・電子製品規格への導入）
、IEC ガイド 113（電気・電子機器の
材料開示質問表作成ガイド）、IEC ガイド 114（電気・電子機器の環境配慮設計））はこの委員会で
検討され発行されている。2001 年には ACEA の勧告に基づき、IEC はより良い環境規格の枠組み形
成に積極的に貢献することを目的とする IEC 環境方針を策定した。
議長国はドイツ。
委員構成は議長を含め 12 人を超えないこととなっている。
【参考資料】
╼

ACEA:ADVISORY COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ASPECTS

╼

TERMS OF REFERENCE, COMPOSITION,WORKING METHODS AND RULES AND PROCEDURES OF THE
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ADVISORY COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ASPECTS
2.1.2. 電磁両立性諮問委員会（ACEC）
電磁両立性（EMC：Electromagnetic Compatibility）問題については、標準管理評議会（SMB）
の下の技術諮問委員会である電磁両立性諮問委員会（ACEC）において議論されている。
議長国は米国。
委員構成は以下のとおりとなっている。
・ TC77（電磁両立性）とその傘下の分科委員会（SC）から 4 人
・ CISPR（国際無線障害特別委員会）およびその傘下の SC から 4 人
・ SMB が任命する専門家 4 人
・ EMC に関する SC22E（パワーエレクトロニクス安定化電源装置）と 22G（パワーエレクトロ
ニクス可変速電気駆動システム）、TC46（通信用伝送線）、SC62Ａ（医用電気機器の共通事
項）と 62Ｄ（医用電気機器）、TC64（電気設備及び感電保護）、SC65Ａ（工業プロセス測定
制御システム一般）、TC108（オーディオ・ビデオ、情報技術、通信技術分野における電子
機器の安全性）からの委員
【参考資料】
╼

ACEC:ADVISORY COMMITTEE ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

╼

TERMS OF REFERENCE, COMPOSITION,WORKING METHODS AND RULES AND PROCEDURES OF THE
ADVISORY COMMITTEE ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

2.1.3. TC111（環境配慮）
前述の環境諮問委員会（ACEA）では個別の規格策定を行う場としては設置要件から見て不適切
との声を受けて、電気・電子製品全体の環境技術課題を検討し、製品横断的な標準を策定するた
めに、2004 年に TC111（環境配慮）が設置された。2005 年に開催された第 1 回会議において、こ
の専門委員会の下に 2 つのワーキンググループ（WG）が設置されることが決定した。
作業範囲としては以下のとおりである。
・ IEC の各 TC との緊密な連携のもと、環境関連の基本的かつ製品横断的な基準や技術レポー
トを含め、必要なガイドラインを作成する。IEC の各 TC は担当製品に特化される環境側面
については、追加的に規定できる。
・ 複数の製品に共通する環境面での課題がある場合は、共通の技術的アプローチや解決策を
見いだすため、製品規格の環境要求事項策定に、関連する各 TC 委員会と連絡を取り合う。
・ ACEA 及び ISO／TC207（環境管理）と相互に連携を行う。
・ 標準化に関する議論の論点抽出に結びつけるべく、各国や EU などの地域的な標準化活動を
世界全体的レベルから注視する。
・ 電磁両立性（EMC）、電磁波（EMF）は対象から除外する。
本 TC 及びその傘下の WG での検討項目及び議長・幹事国は以下のとおり。
・ TC111（環境配慮）本体

議長国

・ WG2（環境配慮設計）
・ WG3（有害物質試験方法）

日本、幹事国
議長国

議長国

日本、幹事国

ドイツ、幹事国
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イタリア
イタリア

イタリア

なお、WG1（含有物質情報の開示手順）については今のところ設置が承認されていない。
【参考資料】
╼

TECHNICAL COMMITTEE NO 111:Environmental standardization for electrical and
electronic products and systems

╼

TC111/WG2 Environmentally conscious design for electrical and electronic products
and systems

╼

TC111/WG3 Test methods of hazardous substances

╼

SMB/3151/R STRATEGIC POLICY STATEMENT

2.2. IECにおいて発行済みの主たる環境関連規格及び開発が進行中の環境関連規格案
2.2.1. IECガイド109
IEC ガイド 109（環境側面-電気・電子製品規格への導入）は、環境諮問委員会（ACEA）で検討
され、2003 年に改訂版が発行された。本ガイドには 2001 年に定められた IEC 環境方針について
も言及し、本ガイドが IEC 環境方針を実行する一助になるとしている。また、将来的には ISO ガ
イド 64（製品規格に環境側面を導入するための指針）と収斂するとも言及されており、基本的に
は ISO ガイド 64 と趣旨は同じである。
【参考資料】
╼

INTERNATIONAL STANDARD GUIDE109

2.2.2. IECガイド113
IEC ガイド 113（電気・電子機器の使用材料開示質問表-基本指針）は、ACEA で検討され、2000
年に発行された。本ガイドは原則的事項を示すのみにとどまっており、より実践的な基準を含む
ガイドへの改正が必要とされている。
【参考資料】
╼

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMITION GUIDE113

2.2.3. IECガイド114
IEC ガイド 114（電気・電子機器の環境配慮設計）は ACEA で検討され、2005 年に発行された。
これは電気・電子機器製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷低減を図るための設計ガイド
であり、今後は TC111（環境配慮）WG2（環境配慮設計）で具体的な国際規格化につなげられるこ
となり、実際、日本から規格案が提出されている。
【参考資料】
╼

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMITION GUIDE114
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2.2.4. TC111（環境配慮）関係規格
TC111 は新設のため、これまで本専門委員会で制定された規格はない。
現在提案されている規格案は 5 ある。
・ IEC62321 Ed.1.0（電気・電子製品内の規制物質の含有量測定手続き）
これは WG3（有害物質試験方法）で議論されており、2008 年制定をめざし、現在、第二段
階目の委員会原案（CD）が検討されている。
・ IEC62430 Ed.1.0（電気・電子製品とシステムの環境配慮デザイン）
これは承認済み新業務段階（ANW）で、第一段階目のもの。これから議論が進展するところ
である。
・ PNW111-39 Ed.1.0（電気・電子機器の素材申告）
これは新業務提案（PNW）がなされたところで、第 0 段階目のもの。これから議論をすべき
かどうかが決定する。
・ PNW111-43 Ed.1.0（製品の環境情報）
これは新業務提案（PNW）がなされたところで、第 0 段階目のもの。これから議論をすべき
かどうかが決定する。
・ PNW111-47 Ed.1.0（有害物質の使用制限に関する最終商品の法令順守を評価するためのガ
イダンス）
これは新業務提案（PNW）がなされたところで、第 0 段階目のもの。これから議論をすべき
かどうかが決定する。
【参考資料】
╼

Work Programme for TC111

╼

Project:IEC62321 Ed.1.0

╼

Project:IEC62430 Ed.1.0

╼

Project:PNW111-39 Ed.1.0

╼

Project:PNW111-43 Ed.1.0

╼

Project:PNW111-47 Ed.1.0

2.2.5. その他のIEC専門委員会で策定された環境面での配慮を念頭においた規格
規格に環境側面という文言が記載されている IEC 規格は 3 ある。TC35（一次電池）で議論され、
2000 年に改訂発行された IEC60086-1（一次電池-通則）、TC10（液体及び気体誘電体）で議論され、
2005 年に改訂発行された IEC60422（電気機器の絶縁油-管理と保守ガイダンス）、そして TC23（電
気用品）で議論され、2004 年に技術報告書として発行された TR62139（TC23 の製品規格に特化し
た環境側面の追加的導入）である。
今後は、TC111（環境配慮）の活動の活発化に伴って、環境配慮規格の増大が見込まれる。
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第2部

欧州における環境関連規制及び標準化活動の動向

1. 欧州における環境関連規制の動向
1.1. 電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS指令）関係
1.1.1. RoHS指令の適用除外事例の見直し
（1） 適用除外に係る調査報告書の公表
欧州委員会は、電気製品に含まれる有害物質の使用制限に関する指令（RoHS 指令）からの適用
除 外 が 検 討 さ れ て い る 11 項 目 に つ い て 、 そ の 賛 否 両 論 を 詳 し く 技 術 的 に 分 析 し た 報 告
書”Thechnical adaptation under Directive 2002/95/EC（RoHS）‒ Investigation exemptions”
を 2004 年 12 月に発表した。同指令はその対象物質として重金属及び臭化難燃剤を含み、2006 年
に施行が予定されている。報告書は、以下のとおり 11 項目のうち鉛はんだ等 7 項目については、
部分的又は完全な適用除外が正当化できるとした。
○ 特別な用途に用いられる直形蛍光灯の中の水銀
結論：

いくつかの用途においては代替物がない。いくつかの用途においては、別のタイプ

のランプが使用可能であるが、エネルギー使用量の増加等のデメリットが大きく、又は色の
付いた照明となってしまう（⇒適用除外が正当化される）
。
○ サーバ、記憶装置又は記憶配列装置、電気通信に係るスイッチ・信号発信・伝送・ネットワ
ーク管理のためのネットワーク基盤装置のはんだに含まれる鉛
結論：

当該システムが突然故障した場合には消費者の安全に対してリスクがある。鉛フリ

ーはんだの信頼性は促進試験によって研究されている。しかしながら、実際の性能を予測す
るための促進試験のデータの推定方法がまだ知られておらず、鉛フリーはんだが少なくとも
5 年間幅広く使用されるまでは推定方法の確立は不可能であろう（⇒適用除外が正当化され
る）。
○ 電球
結論：

白熱電球が RoHS 指令の適用範囲内にあるべきではないとする技術的理由がない。

直形蛍光灯に係る適用除外の要望については見なおしが行われている。当該電灯は外見は蛍
光灯に似ている装飾用ランプである。当該照明の適用に当たっては珪酸塩コーティングをガ
ラスに固着させるために鉛を使用しており、鉛の代用品は無いように見える（⇒適用除外は
正当化されない）。
○ コンプライアント・ピン VHDM コネクタ・システム
結論：

あるコネクタ製造業者は適用除外は不要と述べているが、高信頼性装置を製造して

いるユーザは、代わりのすずのコーティングはすずのホイスカー（ひげ結晶）の影響を受け
るかもしれず今までのところ詳細がよく分かっていない点を心配している（⇒これまでの技
術的議論からは明確な結論は導き出されていない）。
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○ 熱伝導モジュール C-リングのコーティング材としての鉛
結論：

鉛は高度の真空密封状態を得るために使われており、係る要求性能を達成すること

のできる代替物は存在していない。いずれは全くの新設計により鉛は除かれるであろうが、
新たなデザインの完成には 2009 年までかかるであろう（⇒新デザインが完成するまでは少
なくとも暫定的には適用除外が正当化される）
。
○ 光学ガラス及びフィルターガラス中の鉛及びカドミウム
結論：

現在電気機器において使用されている光学ガラスのほとんどは鉛フリーであるが、

ある組み合わせの特性が要求される特定の用途があり、その特性は鉛によってのみ達成され
ている（⇒限定的な適用除外が正当化される）
。
○ 産業用オプティカル・トランシーバ
結論：

当該製品を適用除外とする新たな提案については、その正当性を認める技術的証拠

が不十分である（⇒適用除外は正当化されない）。
○ マイクロプロセッサのピンとパッケージを接続するための、2 種類以上の成分からなるはんだ
の中の鉛（すず、鉛含有量に占める鉛の割合が 85%以上）
結論：

あるマイクロプロセッサ製造業者はピンをパッケージ・キャリアに取り付けるため

に鉛はんだを使用している。このコンポーネントが当初開発された際、鉛合金は極めて高い
利益をもたらしたが、鉛フリーの代替物（アンチモンを含有）では十分な結果が得られなか
った。しかしながら、競合他社はこの鉛フリーはんだを使用することができる。この提案者
は、仮に鉛フリー合金の使用が義務付けられれば収益が減少し損耗額が増加することが分か
っており、しかるに代替措置として今までと異なるパッケージデザインの開発により今まで
のはんだ接合及びピンを除くことを計画している。この代替措置は 2010 年までに適用可能
となる見込み（⇒対立する技術的データが存在）。
○ 高融点はんだ（鉛が 85%以上のすず、鉛合金）、及び電気的接続を確実にするために高融点は
んだと一緒に用いることが要求されるその他の融点が低いはんだの中の鉛
○ 特定の統合サーキット・パッケージ（フリップ・チップ）の内部の電気的接続を確実にする
ために用いられるはんだの中の鉛
結論：

当該 2 つの適用除外の提案は、主に、フリップ・チップ内の電気接続における鉛の

ためのものである。これらは極めて多様かつ複雑な装置であり、現時点ではいくつかのタイ
プは鉛なしでは製造できない。フリップ・チップ製造業者は外部の電気接続は鉛フリーはん
だで代替可能であり、「Level 1 bumps」における鉛の適用除外を明確に認め、他方で元の規
定によって生じたと思われるような誤解の可能性を避けるための別の表現が提案されてい
る（⇒部分的な適用除外が正当化される）。
○ 消防・救助活動のための安全装置
結論：

当該製品を適用除外とする新たな提案については、その正当性を認める技術的証拠

が不十分である（⇒適用除外は正当化されない）。
【参考資料】
╼

Thechnical adaptation under Directive 2002/95/EC （ RoHS ） ‒ Investigation
exemptions（抜粋）
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（2） 適用除外に係る指令附属書の改正
上記調査報告書の結果も踏まえ、RoHS 指令の適用除外となる事例を列記した当該指令の附属書
が 2005 年 10 月に改正された。
新規に追加された項目は以下のとおり。
・ コンプライアント・ピン・コネクタ・システムに使用される鉛
・ 熱伝導モジュール C-リングのコーティング材としての鉛
・ 光学ガラス及びフィルターガラス中の鉛及びカドミウム
・ マイクロプロセッサのピンとパッケージを接続するための、2 種類以上の成分からなるはんだ
の中の鉛（鉛の重量比率が 80%以上 85%以下）
・ 統合サーキット・フリップチップ・パッケージ内のセミコンダクタ・ダイとキャリアとの間
の電気的接続を確実にするために用いられるはんだの中の鉛
【参考資料】
╼

COMMISSION DECISION of 21 October 2005 amending for the purposes of adapting to
technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC

（3） その他の適用除外提案についての利害関係者との協議
欧州委員会では、上記の指令附属書の改正と並行する形で、RoHS 指令の適用除外となる事例に
ついて利害関係者との協議を継続している。欧州委員会のウェブサイトに、2005 年は三度、適用
除外となる可能性のある場合についてのリストが公表された。リストに載っている項目は全て産
業界からの要望であり、詳細な技術的正当性が示されていない広範な製品部門にわたるもの（建
築物の中で使用される全ての機器等）から、適当な代用品のない小さな製品群（カルシウムを使
用する光電部品等）等十分に議論された要求まで、その内容は多岐にわたっている。
これら要求項目のそれぞれについて、欧州委員会は、対応を決定するに当たっての考慮事項を
列記し、コメントを求めている（2005 年の最初の 2 回分については既にコメント受付を終了）
。
しかしながら、欧州委員会からの回答期限等、今後の対応については明らかにされていない。
【参考資料】
╼

Stakeholder consultation on Adaptation to scientific and technical progress under
Directive 2002/95/EC for the purpose of a possible amendment of the annex

1.1.2. 新ガイダンス文書の公表
ほとんどの電気製品に適用される WEEE 指令（廃棄物リサイクル）及び RoHS 指令（有害物質の
使用制限）の実際の適用に関して、新しい拘束力のないガイダンス文書”Frequently Asked
Questions on Directive 2002/94/EC [RoHS]…and Directive 2002/96/EC [WEEE]”が 2005 年 5
月に公表された。ガイダンス文書は、以下を含むいくつかの点について明確化を図っており、こ
の点については有益なものであると評価できる。
・ それぞれの指令の適用を受けない製品の具体例（RoHS 指令の適用を受けない製品例：カ
ー・ラジオ、電気時計付きガス調理器、WEEE 指令の適用を受けない製品例：フィラメント・
ランプ）
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・ RFID チップについて、パッケージに取り付けられている場合、RoHS 指令の適用範囲内には
あるが、WEEE 指令の対象からは外れるという点についての明確な確認。
・ WEEE 指令のもとでの、多様なカテゴリーのエレクトロニクス・ビデオ・ゲームの取り扱い。
しかしながら、その他の内容については既に十分に承知されているものであり（例：RoHS 指令
は完成品に適用され、当該製品の使用や完成品には含まれない物質の製造工程における非使用に
ついては何ら要求事項はない）、現在業界が最も懸念している、どの製品が RoHS 指令の部分的又
は全面的適用除外になるのかという点については触れられていなかった。多くのサプライヤーは
新たな技術仕様の導入に当たっては 12 カ月前の通知を要求していたが、RoHS 指令が 2006 年 7 月
に施行されることを考えると、この時期は既に過ぎていた。
【参考資料】
╼

Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC (RoHS) and Directive 2002/96/EC
(WEEE)

また、EU 加盟国によって収集され中央の EU 当局に提出される、廃棄物に関するデータを記載
する表形式のフォーマットが 2005 年 5 月に公表された。当該フォーマットによるデータの提出が
供給者に直接的に求められているわけではないが、各国政府は自らの義務の履行のために、実質
的に同様なフォーマットによるデータ提出を要求する必要があろう。
データの収集は、WEEE 指令（附属書）に示されているものと同じ製品カテゴリーに基づいてお
り（例：大型家電製品、電気電子工具、医療機器）、それぞれのカテゴリーについて、以下の項目
毎に総重量を報告しなければならない。
・ 市場への投入量
・ 一般家庭からの回収量
・ その他の方法による回収量
・ 回収した加盟国における処理量
・ 他の EU 加盟国における処理量
・ EU 域外における処理量
・ 再生（Recover）量、及び市場への総投入量に占めるその割合
・ リユース又はリサイクル量、及び市場への総投入量に占めるその割合
・ 機器そのものとしてのリユース量
【参考資料】
╼

COMMISSION DECISION of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of
Member States and establishing data formats for the purposes of Directive
2002/96/EC

1.1.3. 有害物質の最大濃度制限措置の導入
RoHS 指令の下で 2006 年に施行されることになっていた、電気製品に含まれる有害物質に関す
る完全な使用禁止措置を緩和することが 2005 年 8 月に公表された。使用禁止措置に代わり、検知
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可能レベルを踏まえた最大濃度制限が課せられる（鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニー
ル（PBB）及びポリ臭化ジフェニル・エーテル（PBDE）については同質物質中の重量で 0.1%、カ
ドミウムについては同質物質中の重量で 0.01%）。
この許容濃度レベルは現在トレースできる最低レベルであり、より実際に施行しやすい技術的
合理性のあるものと考えられているが、他方で、そのようなレベルの許容量を検証するための承
認された試験方法規格はまだ存在していない。したがって、供給者は実際に少しでも幅広く使用
されている試験方法の中から適当なものを探さなければらならず、現実的な対応としては、関係
電気コンポーネントの主要購入者が適用している要求事項（試験方法を含む）を吟味していくこ
とになろう。
【参考資料】
╼

COMMISSION DECISION of 18 August 2005 amending Directive 2002/95/EC for the purpose
of establishing the maximum concentration values for certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment

1.2. 廃電気電子機器に関する指令（WEEE指令）関係
1.2.1. EU加盟各国における指令施行準備状況
欧州委員会は 2005 年 7 月、多くの EU 加盟国が同年 8 月の廃電気電子機器指令（WEEE 指令）実
施の期限を遵守できないであろうことを公式に認め、数カ国の政府に対して責任を追及すると警
告した。本指令は、使用済み製品の回収、処理及びリサイクルを義務付け、供給者に対して情報
提供、費用負担及び対象製品へのマークの貼付を求めている。
問題となっている加盟国は、たとえ期限に間に合わなかったとしても、既に最終準備段階にあ
るため、実際には責任追及が必要となる可能性は低い。しかしながら、生産者が何をいつしなけ
ればならないかという点にについては依然として不明なままである。この一時的なギャップを埋
めるために、EU 加盟 25 カ国における本指令の実施状況についてまとめた簡単な報告書が同月公
表された。

1.3. 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）関係
1.3.1. エコデザイン適合性評価手法に関する調査報告書の公表
各種エネルギー使用機器が、EuP 指令の要求事項を満足しているかどうか又はどの程度満足し
ているか評価するための手法の構築に資することを目的とした調査研究である”Eco-design of
EuP methodology” study が完了し、エア・コンディショナ、テレビ及びセントラル・ヒーティ
ング・ボイラを含む 10 の製品群に関する具体的なケース・スタディと併せて 2005 年 11 月に報告
書が公表された。
当該報告書の概要は以下のとおりである。
（第 1 章）
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指令第 15 条（Implementing measures）の条文分析、更なる定義や情報の修正を必要とする要
素の特定、及びこれら情報の論理的構造の提案を行っている。この論理的構造は、予備調査のた
めの基礎として提案されており、以下の 8 つの製品別の項目を区別している。
1.

製品の定義、規格及び法令

2.

経済性及び市場

3.

消費者に係る分析及び現地のインフラ

4.

既存製品の技術的分析

5.

基本ケースの定義

6.

利用可能な最良技術についての技術的分析

7.

改善可能性

8.

方針、影響・感度分析

（第 2 章）
法令から少し離れ、EuP 指令の「実施措置（Implementing measures）
」の対象範囲はどのよう
なものになるのか、現行の研究・製品開発活動に新たに加わる要素であるエコデザインの領域と
は何か、について議論している。製品開発者は、ジオメトリを定義し、材料及び生産工程を選定
し、新製品の使用を指示する。法律の制定者が現実的で明確かつ正確に定義された実施措置を構
築するには、これらが、新製品が環境に与えるであろう影響における重要な決定要素となる。他
方で、影響の及ぶ領域には限りがあることも事実である。製品の設計者は、異なる特性及び環境
影響をもつ材料から適当なものを選択できるが、資源の消失や個々の製品製造工程からのエミッ
ションにはこの材料選択による影響はほとんど及ばない。また、材料購入の決定は通常製品設計
者によっては行われていない。同様のことは製造工程にも当てはまる。設計者は製品のジオメト
リや他の特性を使われる技術に合わせて調整できるが、多くの部分において具体的な資源効率や
エミッションは製造エンジニアの領域である。設計者は、下流を見ながら、ある製品がどのよう
に使われ最終的にどのように処分されるべきかを考えることはできるが、使用実態は異なってい
るかもしれない。エネルギー使用製品（EuP）は、多くの非 EuP とは対照的に、製品の使用段階に
おいて環境に影響を与えるので、上記の点は特に重要である。
（第 3 章）
環境影響を評価するためのツールの準備のための章となっている。検討の基礎として提供され
た文書や EuP 指令から環境面に係る指標を取り上げ、システムの境界、区分に係る問題等を定義
する手法を開発し、基本的なエミッション及び製品のライフサイクルにおける資源を、適切な加
重係数を用いて、大部分を一纏めにした指標に変換している。確立した科学法則は当該過程にお
いて活用され、当該手法が既存法令に合致している必要があることが極めて重要な考慮事項とな
っている。より正確には、環境影響評価手法は、国際条約（京都議定書、モントリオール議定書、
イェーテボリ議定書、ストックホルム条約等）との関係において構築され、グリッドを基にした
エミッション許容値を用いて適当な EU 法令（周辺大気質指令、水質枠組み指令等）に置き換えら
れている現行の環境関連法令に準拠すべきであり、それらに先んずるべきではない。その意味に
おいては、製品寿命段階の取り扱いも WEEE 以降の状況と一致している。
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（第 4 章）
基本的なエミッション及び使用される資源に関する必要な情報をいかに回収するかが本章の主
題となっている。必要とされるデータ、利用可能な情報源について議論し、予備的な法令文書（IPPC
（統合的汚染防止管理）指令、BREF 等）及び原料産業から提供されるエミッション及び資源に係
るデータとして選定したものを実証している。さらには、使用段階のためのデータ修正に関する
いくつかの具体的な問題点について議論している。この問題は、規格、消費者行動及びシステム
分析に関係している。
（第 5 章）
製品固有の情報（原料、ジオメトリ等）を環境影響に変換するためのデータ及び報告ツールを
示し、前二章の基礎を構築している。約 100 種類の原料及び工程のために、原料（kg 等）又は工
程（kWh/GJ 等）の単位を通じて、単位重量（kg）/工程（kWh 等）毎に 14 の環境指標（及び 2 つ
の補助指標）を含んでいる、いわゆる”Unit Indicator table”を構築した。当該環境指標とは、
エネルギー、水（工程及び冷却）、廃棄物（有害なもの及び無害なもの）、地球温暖化ポテンシャ
ル（Global Warming Potential: GWP）、酸性化ポテンシャル（Acidification Potential: AP）
、
揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds: VOC）、残留性有機汚染物質（Persistent Organic
Pollutants: POP）、重金属（空気中及び水質中）
、発癌性多環芳香族化合物（Policyclic Aromatic
Hydrocarbons: PAH）、粒子状物質（Particulate Matter: PM）及び特定のエミッションの水質へ
の富栄養化ポテンシャル（Eutrophication Potential: EP）である。補助指標は、電力消費量及
び供給原料の投入量に関係している。オゾン破壊ポテンシャル（Ozone Depletion Potential: ODP）
は 15 番目の指標であるが、EuP のための十分なプロセス・データが欠如している。使用段階にお
ける周辺オゾン・エミッション、物質破壊、土地利用及び騒音もまた提案されたが、それらは別
途取り扱うか、定量化された 14 の指標の中の 1 つ又は複数の指標から導き出されるべきである。
加えて、製品固有の特性を製品毎の環境影響指標に変換するために必要な計算を容易にす
る”EuP EcoReport”と呼ばれる報告ツールが開発されている。当該ツールは、エコデザインに係る
実施措置の準備段階及び最終決定に関与する政策立案者、コンサルタント及び利害関係のある専
門家によって利用されることが意図されている。加えて、製造業者も、各種設計オプションの実
施の結果生ずる環境関連の性能を予備的に分析するために当該ツールを活用するかもしれない。
この環境指標は、”Unit Indicator table”の中のものと一致しており、当該指標を用いることに
よって政策立案者は、例えば EU 政策目標との関係において環境影響指標毎に製品を比較したりラ
ンク付けすることが可能となる。それぞれの製品について、全ての環境影響指標にわたって 1 つ
の値を求めることは要望がなかったため、そのような評価は欠如しており、政策立案者は環境関
連政策目標の変更にフレキシブルであるべきである。
“EuP EcoReport”は、製品毎の環境影響のみならず、EU トータルの評価及び金銭的なライフ・
サイクル・コスト（LCC）の評価を行うためのツールもまた含んでいる。
（第 6 章）
マーケット分析及び関連項目（製品の定義、分類等）について取り扱っている。とりわけ製品
分類については、欧州委員会の統計である Eurostat の PRODCOM（PRODucts of the European
COMunity）の分類（6 桁又は例外的に 8 桁）を考慮することが提案されている。既存の法令に関
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しては、本章では、当該予備調査において配慮されるべき EuP に関する世界的なラベリング及び
最小効率に係る規格を概観している。特定の EuP に関する販売及び在庫についての現実的なデー
タという観点からは、本章は、一般的な取引のための PRODCOM データ及び公式統計に合致してい
る生産データの両方の使用を推奨しているが、それのみならず、最初に産業部門に支持されてい
る販売及び在庫データを作るための専門家のマーケティング情報を使用することを勧めている。
本章の末尾では、金銭的な LCC を規定するためのインプットとして役立つ市場動向及び価格デー
タについて論じている。
（第 7 章）
本章では、改善可能性を評価するための手法の概要を述べている。第 1 段階は、平均的な新 EU
製品を特徴づける 1 つ（又は複数の）基本事例の定義である。これは、改善のための参照情報を
とりまとめている。また、先の章で評価された各種環境・技術・経済情報からの全ての情報を詰
め込んでいる。機能的なパラメータとは別に、14 の指標のためのエミッション及び資源消費につ
いて規定し、LCC（製品の購入のみならず減額されるランニング・コストも含め、エンド・ユーザ
への金銭的なコスト）を決定している。次段階としては、設計のオプションを特定する必要があ
り、それぞれの設計オプションについて製品価格の上昇及び環境面での利益を推定しなければな
らない。
これに関連して、2 種類の設計オプションがその違いを区別される必要がある。一つはより低
い金銭的ランニング・コスト（エネルギー、水、洗浄剤等）につながるものであり、完全な LCC
評価を必要とする。もう一つは、ランニング・コストの低減はもたらさず、価格上昇に係る簡単
な評価で十分なものである。最初のタイプについては、LCC に従って設計オプションをランク付
けし、そのポイントを、最善の利用可能な技術（Best Available Technology: BAT）を用いて技
術的に達成することのできる最小 LCC（LLCC）及びその最大値によって選び出すことが適当であ
る。また、最善の利用不可能な技術（Best Not Available Technology: BNAT）と名付けた現時点
では実験的なオプションである長期的な分析もまた、同様の目的に役立つ。EuP 指令の附属書Ⅱ
の中で示されているように、LLCC ポイントは実施措置における最低目標レベルとして活用するこ
とも可能である。一度そのような最低目標が設定されると、BAT ポイントは、製品を区別するた
めの残りの可能性を示す。二番目の設計オプションについては、それらのオプションが同じ環境
指標の改善に関連しているのであれば、当該オプションをランク付けすることが唯一理にかなっ
ている。その場合、当該ランキングは政策立案者に対してどのような設計オプションが最も低い
コストで最も高い環境的利益をもたらすのかを示すであろう。
改善可能性の最後の部分は、いくつかのシナリオに基づく環境面の利益、特定の措置の産業及
び消費者への想定される影響に関する事後調査、及び価格のバリエーション及び代替分割手段（リ
サイクルのための措置等）の観点から実施措置の理論的根拠がどの程度強固なものであるかを示
す感応度分析となっている。
【参考資料】
╼

MEEUP methodology Report、MEEUP Product Cases Report 及び MEEEUP Project
（それぞれ抜粋）
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Report

1.4. 化学品の登録、評価、認可及び制限に関する指令（REACH指令）関係
1.4.1. REACHプログラムの影響に関する新たな評価報告書等の公表
EU が提案している新しい REACH（Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals：
化学物質の登録、評価、承認）制度による影響の可能性について、2005 年前半新たな調査結果が
発表された。また、英国の小売業協会は、この制度を化学物質を含有する消費者向け最終製品に
どのように適用させるべきかについて提案を出した。
この新しい調査結果には、化学物質が環境や健康にもたらす有害な影響の可能性の評価に関す
る要件を強化するとという REACH の本質的な提案に疑問を投じるようなものは何もなく、評価結
果の中には楽観的なものもあるが、欧州の繊維業界への深刻なマイナス効果や、脆弱な新規 EU
加盟国の零細企業へのダメージを予測するものもある。上記の小売業協会は、現行の REACH 提案
は小売業界のニーズを全く考慮していないと指摘し、同業界のための特別な配慮を求めている。
2005 年下半期の EU 議長国を務めている英国政府は、特定の産業分野へのマイナス効果に関す
るさらなる調査が必要であり、また化学物質を含有している消費者向け小売製品について幅広い
調査が必要であると指摘している。

2. CENELEC（欧州電気標準化委員会）における環境分野の標準化動向
2.1. TC111X（環境［Environment］）
2.1.1. 設立経緯
これまで CENELEC では、標準化における環境側面に関しては、
技術評議会（Technical Board: BT）
及び技術委員会（Technical Committee: TC）の諮問機関として、BTWG85-3（環境標準化、
Environmental Standardization）が環境分野の戦略やその実践のためのツールの開発や提案、
CENELEC に関連する環境問題についての情報の収集・分析、TC 等への助言、実際の支援等を行っ
てきた。
2004 年、イタリア国内委員会の提案を受け、技術評議会は、新 TC（環境」の設置に合意した。
当該 TC は、横断的、一般的な環境関連規格、とりわけ欧州の関係法制度の整備において必要とさ
れる規格の作成を担当する。
BTWG85-3 との関係については、当該 WG のアドバイザリー機能が TC の標準化機能に統合される
こととなり、結果的に BTWG85-3 が昇格することとなった。
新 TC には IEC に新設された環境 TC と同じ「TC111X」という番号が割り振られている。
2.1.2. 委任事項
TC111X への委任事項は以下のようになっている。
1.

電気・電子機器及びシステムにおける環境側面の取り扱い。

2.

CENELEC における電気技術・製品・システムが自然環境に及ぼす有害影響の削減に関する活
動の促進（この場合、
「削減」とは、社会的、経済的、安全上及び性能面での要求事項の最
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適なバランスを目指した継続的な環境改善のプロセスを意味する）。
3.

CENELEC の欧州の法的枠組み（とりわけ欧州委員会）との連携の強化。

4.

必要とされる規格の枠組みの提供、及び他の技術委員会等との協力により、必要とされる
デリバラブルズの開発の調整（必要なときには自ら作成）
。個別製品を取り扱う技術委員会
（以下「製品委員会」という）は、対象製品に関連する環境側面の取り扱いについては、
従来どおり自らが決定権を有する。

5.

製品委員会が、製品規格における環境側面に関する要求事項を作成する際の支援。係る支
援により、類似の課題に対し技術アプローチ及び解決策の共通化が図られ、CENELEC 規格に
おける一貫性が強化される。

6.

環境面での共通の関心事項についての、承認された標準化機関及び他の関連機関との協力

7.

環境問題に関する活動についての技術評議会及び技術委員会との情報交換及びこれら機関
への助言（EMS 及び EMF は対象外であるが、関連する活動は留意される）。

2.1.3. 委員会の構成
現在の委員会構成は以下のとおり。
・ 議長：
・ 幹事国：

英国（Derek Washington）
イタリア（Andrea Legnani）

・ WG1（Publicity）議長：
・ WG2（Database）議長：

デンマーク（Rene Neilsen）
スペイン（Pablo Corrons）

・ AHG on EuP preparatory work 議長：

ドイツ（Herbert Mrotzek）

2.1.4. 現在審議中の規格案
現在審議中の規格案は以下のとおり。
・ prEN 61906 Procedure for declaration of materials in products of the electrotechnical
and electronics industry
2.1.5. 環境関係データベース
CENELEC では、技術委員会等及び関係機関の環境関係の情報についてのデータベースがある。
当該データベースは、BTWG85-3 が開発し、スペイン国内委員会（AENOR）によって管理されてい
る。現在は、技術委員会等の幹部に限定されているが、将来的には一般に利用可能とすることが
意図されている。
当該データベースを通じて、既存の、又は作成中の特定規格の環境問題との関係が参照できる
とされている。

2.2. 規制関連の動向
2.2.1. 廃電気電子機器に関する指令（WEEE指令）関係
2003 年 2 月に EU 官報（Official Journal）に公示された WEEE 指令は、廃電気電子機器（WEEE）
を再生、再利用及び部品・材料のリサイクルのために回収・処理する責務及び財政負担について
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規定している。
CENELEC は、製造業者及び製品の上市時期を特定するための標準化されたマークの作成に関し
て、欧州委員会からの要請（EC Mandate）を受け入れた。この作業はタスク・フォース BTTF116-3
（廃電気電子機器（WEEE））が担当し、EN50419（WEEE 指令の 11 （2）の規定に基づく電気電子機
器への表示）が 2004 年 12 月に BT において承認された。
しかしながら、欧州委員会環境総局は、2004 年 11 月に WEEE 指令及びマンデートに沿った規格
は存在していない旨発表し、BTTF116-3 が 2004 年 12 月に当該指令及びマンデートに対応する
EN50419 を制定した旨を伝えても、2005 年 3 月に相変わらず対応規格の不存在を表明した。
環境総局の対応を受けて、BTTF116-3 では EN50419 の修正に着手しており、現在 2 カ月投票に
付されている。
また、この TF は、WEEE の表示に関する要求事項を満足するために、無線 IC チップ（RFID）を
活用することのフィージビリティについて調査を行っている。
2.2.2. 電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令（RoHS指令）関係
2003 年 2 月に EU 官報に公示された RoHS 指令について、欧州委員会は関連規格の整備を明確に
要求してはいないが、産業界は、RoHS 指令によって規制される物質の許容差及び測定方法が標準
化されるべきであり、標準化される規格は国際貿易を促進するよう世界的に承認されるべきであ
ると関心を寄せている。
しかしながら、CENELEC 規格については、RoHS 指令がその使用を禁止している以下の物質を参
照しているものの存在が指摘されている。
・ 鉛
・ 水銀
・ カドミウム
・ 六価クロム
・ ポリブロモ・ビフェニル（PBB）
・ ポリブロモ・ジフェニル・エーテル（PBDE）
なお、RoHS 指令では、鉛、水銀、カドミウム及び六価クロムが要求事項から除外される使用方
法が規定されており、また当該物質は一定濃度以下であれば使用が認められている。
係る状況に鑑み、CENELEC では、禁止された物質を参照しており RoHS 指令に合致していない規
格の特定作業が行われている。各 TC 等は、規制を受ける使用方法において禁止物質を参照してい
る規格を中央事務局に通知するよう求められている。
TC111（環境」では、当該問題の取り扱いについての一般的な方針を検討予定である（例えば、
影響を受ける規格について、禁止物質は適用除外となる使用方法又は許容限界濃度以下において
のみ使用されるべきである旨の使用者向け参照情報を付加する等）。
現状においては、鉛はんだの使用が予想される部品、試験方法及び製品に関する規格の存在、
また、EN61249-2 シリーズにおける臭素化合物の参照が指摘されている。
また、産業界からは、RoHS 指令に関する認証についても関心が寄せられている。具体的には、
マネジメント・システムに関する第三者認証、コンプライアンスに関する認証、部品に関する認
証、最終製品に関する認証及びマーケット・アクセスについて関心が寄せられている。
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RoHS 指令に関する適合性評価に関しては、IEC（国際電気標準会議）においていくつかの動き
が見られる。
IEC/CAB（適合性評価評議会）では、CAB 及び IEC 適合性評価スキームの代表によって構成され
るアドホック・グループ（WG9：特定物質）を設置し、有害物質に係る認証の IEC の適合性評価ス
キームへの矛盾のない形での統合を調整すること、及び適切な行動を CAB に対して勧告すること
を決議した。
WG9 は、2005 年 9 月の初会合で、IEC/TC111（環境）が EIA/ECCB 954（Electrical and Electronic
Components and Products Hazardous Substance Free Standard and Requirements）を（必要に
応じて編集上の変更を加えた上で）国際規格として発行するためにファスト・トラックで提出す
ることを IEC に提案するよう、CAB に勧告した。なお、当該規格を作成した EIA（Electronic
Industries Association）及び ECCB（Electronic Component Certification Board）
（いずれも
米国）は、必要であれば、IEC 国内委員会（NC）のコメントに基づき速やかに変更を加え改良版
をファスト・トラックに提出することに了承していた。
また WG9 は、IEC の各適合性評価スキームが、有害物質に係る試験及び認証に関連する作業文
書を整合化するために、TC111 も参加した上で技術的な調整を継続的に実施していくことを、各
スキームに提案するよう CAB に勧告した。
EIA/ECCB 954 はその後、IECQ（電子部品品質認証制度）のもとで承認され、QC080000 として
2005 年 10 月に発行された。
IECQ では、その他 QC001002-5（Rules of Procedure Part 5: Hazardous Substance Process
Management Requirements）の改訂版を作成中であり、また、有害物質に係るプロセス・マネジメ
ント（HSPM）
、環境配慮、実施、及び内部監査員/主任監査員コース等についてのトレーニング・
プログラムを準備中である。当該プログラムは、以下の 3 つの 1 日コースのセッションで構成さ
れる。
・ HSPM マネジメント・システムに係る要求事項及び有効対策についての理解： 企業の役員、
管理責任者、設計者、システムの実施者、品質管理に係る専門家及び監査員に対して、
QC080000 についての説明及び当該規格がどのように RoHS、WEEE 等への適合性を示すかを
説明する。
・ QC080000 の実施及び監査： HSPM システムの効率的に実施するために必要な知識を提供す
る。
・ HSPM システムの監査： 内部監査員及び主任監査員に対して、QC080000 等に基づき第一者、
第二者及び第三者監査を効率的に実施する技能を提供する。
また、欧州の機械、電気電子、金属加工業界のリエゾングループである ORGALIME は、RoHS 指
令に係る適合性評価に関するポジション・ペーパーを 2005 年 3 月に公表した。ポイントは以下の
とおり。
・ 有効性及び経済効率性の観点から、自己適合宣言を基本とすべき。
・ 関連文書は、適合性が疑わしいという証拠がある場合にのみ、当局によって要求されるべ
き。
・ 試験は、製品の指令への適合性を疑う正当な理由がある場合にのみ実施されるべき。
・ 第三者機関は介入すべきではない。
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・ マーケットサーベイランスについては、全ての加盟国によって整合性の取れた形で取り組
まれるべき。
当該ペーパーは IEC/CAB でも紹介されており、今後は、市場のニーズ、サプライチェーン、最
終製品に係る多様なニーズ、規制当局のポジション、エンド・ユーザのポジション等を考慮しな
がら、RoHS 指令に係る適合性評価の既存マネジメント・システムへの統合等が IEC 等において検
討されていくであろう。
2.2.3. 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）関係
CENELEC では、欧州委員会からの EuP 指令をサポートする標準化計画の作成を求めるマンデー
ト（M341）を受け入れ、2005 年 8 月から作業に着手している。CENELEC 内では、TC111（環境）が
本件の担当となっている。
今後の標準化作業計画につながる報告書案は、
遅くとも 2006 年 7 月末までに欧州委員会に提出
される予定である。
【参考資料】
╼

Environment and TC111X 、 RoHS Certification 及 び ORGALIME Position Paper on
Assessment of Compliance in the RoHS Directive

3. CEN（欧州標準化委員会）における環境分野の標準化動向
3.1. CEN SABE（Strategic Advisory Body on Environment）の活動概要
CEN では、標準化の環境側面に関する以下のニーズに応えるため、SABE（Strategic Advisory
Body on Environment）が活動を行っている。
・ 多数いる利害関係者間の意見交換の実施
・ EN 規格が欧州の環境政策に貢献できる分野の特定
・ EU イニシアティブと世界的な標準化活動との間の連係
・ CEN 技術委員会の間における環境問題の整理
・ 環境分野における CEN 戦略の作成及び更新
・ 環境問題に関する技術評議会（Technical Board）への助言、CEN 及び ISO の双方における
環境関係委員会の活動のフォローアップ
SABE の概要は、以下のとおりである。
3.1.1. ミッション
・ 環境問題に関連する規格開発活動の質、一貫性及び透明性の促進
・ CEN 戦略への環境問題に関する提案の作成
・ 規格を開発する際に、環境に関連する全ての課題・視点への配慮を確実なものとするため
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の、CEN 及び主要利害関係者、関係団体等の間での情報交換の促進
・ 環境に影響を与える標準化項目に関しバランスのとれた決定を行うための、技術評議会へ
の環境関連情報の提供
・ 適切な TC が存在しない場合の、環境関係の ISO 活動のフォロー及び関連 ISO 規格について
の行動の提案
・ 環境側面が適性に考慮されることを確実なものとするための EC マンデートについて、技術
評議会がその交渉及び受け入れを行う際の支援
3.1.2. 組織概要
全体会合
SABE は、ブラッセルの CEN マネジメント・センターにて全体会合を開催しており、その頻度は
年 2 回以下とされている。
詳細な議論は、以下に示す SABE チームで行われている。
SABE チーム
SABE では、前述のニーズにより効率的に応えるため、規定された期間内に規定された業務を行
う SABE チームを設けている。当該チームは、活動状況について定期的に SABE に報告し、勧告案
の形で SABE 会合にインプットを行う。チームのメンバーは SABE によって指名される。
現在は、以下のチームが活動を行っている。
・ EMAS チーム：環境マネジメントを取り扱う
・ IPPC-WG Monitoring チーム：統合汚染防止管理に関する指令を取り扱う
・ Environmental TC’s Co-operation チーム：環境保全に関する標準化を行っている TC 間を
調整する
・ ENIS チーム：標準化における環境問題の統合を取り扱う
3.1.3. メンバーシップ
SABE への参加は、以下の代表に限定されている。
A

ナショナル・メンバーからの代表又はナショナル・メンバーが指名された代表

B

CEN マネジメント・センターからの代表

C

環境問題に関係する以下の技術委員会（TC）からの代表
TC230（Water analysis）
TC264（Air quality）
TC292（Characterization of waste）
TC308（Characterization of sludge）
TC223（Soil improvers）
TC38（Durability of wood）
TC345（Soil quality）

D

準会員（Associates）からの代表

E

環境問題に関係する欧州の業界団体及び非政府機関の代表

F

欧州委員会（環境総局及び企業総局）、EFTA 及び他の環境分野の欧州機関
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G

CENELEC、ECISS（欧州鉄鋼標準化委員会）又は CEN 分野別フォーラムにおける環境関係グル
ープ等、関係機関の代表
実務上の理由から、SABE 会合への出席者は 50〜60 人とされており、各機関は、以下の構成に

配慮して参加者数を制限することが求められている。
カテゴリーA：

2 人/機関

B：

2人

C：

1 人/機関

D：

1 人/機関

E：

1 人/機関

F：

5人

G：

1 人/機関

3.1.4. 現在の主要課題
SABE では、欧州委員会が進めている IPP（Integrated Product Policy: 総合製品政策）への対
応が現在の主要課題となっている。
IPP は、製品の環境性能向上に向けた政策コンセプトであり、各種の政策ツールを総合的・効
果的に導入し、ライフサイクル全般を通じての環境性能の向上とそれによる環境への悪影響の抑
制を目指すものである。IPP の下での個別施策の中には、環境配慮規格の整備（製品規格のグリ
ーン化）が挙げられており、欧州標準化委員会には係る政策への対応が求められているのである。
SABE は、IPP に対する CEN のポジション・ペーパーを作成している。
しかしながら、詳細な活動内容については、情報がオープンになっていないため確認できてな
い。

3.2. 現在開発中の環境関係規格
CEN のウェブ・サイトに掲載されている情報によれば、現在開発中の環境関係規格は以下のと
おりである。
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CEN において現在開発中の環境関連規格
TC223

Soil improvers and growing media
参照記号

223077

prEN 15238

規格名称
Soil improvers and growing media - Determination of

DAV*
Jan-07

quantity for materials with particle size greater than
60 mm
223078

prEN 15428

Soil improvers and growing media - Determination of

Oct-07

particle size distribution
223080

EN

Soil improvers and growing media - Determination of

Jul-06

13041:1999/p physical properties - dry bulk density, air volume, water
223081

rA1

volume, shrinkage value and total pore space

prEN 13040

Soil improvers and growing media - Sample preparation for Jan-08
chemical and physical tests, determination of dry matter
content, moisture content and laboratory compacted bulk
density

*DAV：Date of availability, 承認された CEN 文書の公式言語による最終確定版が、中央事務局よ
り配布される時期。（以下同じ。）
TC230

Water analysis
参照記号

230148

prEN

規格名称

DAV*

Water quality - Detection and enumeration of the spores Feb-03

26461-2:1993 of sulfite-reducing anaerobes (clostridia) - Part 2:
230171

rev

Method by membrane filtration

prEN 14962

Water quality - Guidance on the scope and selection of May-06
fish sampling methods

230176

230177
230178

prEN

Water quality - Methods of biological sampling - Guidance Jun-06

27828:1994

on handnet sampling of aquatic benthic

rev

macro-invertebrates

prEN ISO

Water Quality - Marine algal growth inhibition test with Sep-06

10253

Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricomutum

prEN ISO 9509 Water quality - Method for assessing the inhibition of Jun-06
nitrification of activated-sludge micro-organisms by
chemicals and waste waters (ISO/DIS 9509:2005)

230180

prEN ISO

Water quality - Determination of dalapon,

23631

trichloroacetic acid and selected haloacetic acids Method using gas chromatography (GCD-ECD and/or GC-MS
detection) after liquid-liquid extraction and
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Mar-06

derivatization (ISO/FDIS 23631:2005)

230181

prEN ISO

Water quality - Determination of certain explosives and Apr-06

22478

related compounds - Method using high-performance liquid
chromatography (HPLC) with UV detection (ISO/FDIS
22478:2005)

230197

Water quality - Analytical control in microbiology - Part
1: Quality control of culture media

230198

prEN ISO

Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design Mar-07

5667-1

of sampling programmes and sampling techniques (ISO/DIS
5667-1:2005)

230201

prEN 1622

Water quality - Determination of the threshold odour Apr-05
number (TON) and threshold flavour number (TFN)

230202

prEN 1483

Water quality - Determination of mercury

230206

prEN ISO

Water quality - Sampling for microbiological analysis Feb-06

19458

(ISO/DIS 19458:2004)

prEN 15204

Water quality - Guidance standard for the routine

230207

Aug-04

Nov-05

analysis of phytoplankton abundance and composition
using inverted microscopy (Uterm ・ l technique)
230208

prEN 15110

Water quality - Guidance standard for the sampling of Jun-06
zooplankton from standing waters

230209

prEN 14996

Water quality - Guidance on assuring the quality of

Jul-06

biological and ecological assessments in the aquatic
environment
230213

prEN 15196

Water quality - Guidance on sampling and processing of Aug-06
the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for
ecological assessment

230216
230217

prEN ISO

Water quality - Guidance on marine biological surveys of Aug-07

19493

littoral and sublittoral hard bottom

prEN 15460

Water quality - Guidance standard for the surveying of Sep-07
macrophytes in lakes

230218

prEN ISO 8192 Water quality - Test for inhibition of oxygen consumption Feb-07
by activated sludge (carbon and ammonium oxidation)
(ISO/DIS 8192:2005)

230219

Water quality - Guidance on pro-rata

Aug-08

Multi-Habitat-Sampling of benthic invertebrates from
wadeable rivers
230220

Water quality - Guidance standard on the design of
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Aug-08

Multimetric Indices
230221

prEN ISO

Water quality - On-line sensors/analysing equipment for Oct-06

15839

water - Specifications and performance tests (ISO
15839:2003)

230222
230223

prEN ISO

Water quality - Determination of acute toxicity of marine Nov-06

16712

or estuarine sediment to amphipods (ISO 16712:2005)

prEN ISO

Water quality - Application of inductively coupled plasma Nov-06

17294-1

mass spectrometry (ICP-MS) - Part 1: General guidelines
(ISO 17294-1:2004)

230224

prEN ISO

Water quality - Determination of chromium(VI) -

18412

Photometric method for weakly contaminated water (ISO

Oct-06

18412:2005)
230225

prEN ISO

Water quality - Determination of selected alkylphenols Oct-06

18857-1

- Part 1: Method for non-filtered samples using
liquid-liquid extraction and gas chromatography with
mass selective detection (ISO 18857-1:2005)

230226

prEN ISO

Water quality - Determination of selected polybrominated Jul-07

22032

diphenyl ethers in sediment and sewage sludge - Method
using extraction and gas chromatography/mass
spectrometry

230227

prEN ISO

Water quality - Determination of the toxic effect of water Oct-06

20079

constituents and waste water on duckweed (Lemna minor)
- Duckweed growth inhibition test (ISO 20079:2005)

TC264

Air quality
参照記号

264034

規格名称

DAV*

prEN ISO

Indoor air - Part 9: Determination of the emission of Mar-06

16000-9

volatile organic compounds from building products and
furnishing - Emission test chamber method (ISO/FDIS
16000-9:2005)

264035

prEN ISO

Indoor air - Part 10: Determination of the emission of Mar-06

16000-10

volatile organic compounds from building products and
furnishing - Emission test cell method (ISO/FDIS
16000-10:2005)

264036

prEN ISO

Indoor air - Part 11: Determination of the emission of Mar-06

16000-11

volatile organic compounds from building products and
furnishing - Sampling, storage of samples and preparation
of test specimens (ISO/FDIS 16000-11:2005)
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264039

prEN 15058

Stationary source emissions - Determination of the mass Jun-07
concentration of carbon monoxide (CO) - Reference method:
Non-dispersive infrared spectrometry

264045

prEN 15483

Ambient air quality - Atmospheric measurements near

Feb-06

ground with FTIR
264046

Air Quality - Deposition measurements of heavy metals Jun-10

264047

prEN 1948-1 Stationary source emissions - Determination of the mass Mar-06
concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part
1: Sampling of PCDDs/PCDFs

264048

prEN 1948-2 Stationary source emissions - Determination of the mass Mar-06
concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part
2: Extraction and clean-up of PCDDs/PCDFs

264049

prEN 1948-3 Stationary source emissions - Determination of the mass Mar-06
concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part
3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs

264057

prEN 15267-3 Air quality - Certification of automated measuring

Jun-06

systems ｿ Part 3: Performance specifications and test
procedures for automated measuring systems for monitoring
emissions from stationary sources
264059

prEN ISO 9169 Air quality - Definition and determination of performance Feb-06
characteristics of an automatic measuring system

264060
264065

prEN ISO

Air quality - Guidelines for estimating measurement

Sep-05

20988

uncertainty (ISO/DIS 20988:2004)

prEN 15259

Air quality - Measurement of stationary source emissions Mar-07
- Measurement strategy, measurement planning, reporting
and design of measurement sites

264068
264069
264070

prEN ISO

Air Quality - Stationary source emissions - Determination Aug-07

23210

of PM10 and PM2,5 emissions

prEN ISO

Indoor air - Part 5: Measurement strategy for volatile Apr-08

16000-5

organic compounds (VOCs) (ISO/DIS 16000-5:2005)

prEN ISO

Indoor air - Part 7: Sampling strategy for determination Apr-08

16000-7

of airborne asbestos fibre concentrations (ISO/DIS
16000-7:2005)

264071
264072
264073

prEN ISO

Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy May-06

16000-1

(ISO 16000-1:2004)

prEN ISO

Indoor air - Part 2: Sampling strategy for formaldehyde May-06

16000-2

(ISO 16000-2:2004)

prEN 15267-1 Air quality - Certification of automated measuring
systems - Part 1: General aspects
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May-08

264074

prEN 15267-2 Air quality - Certification of automated measuring

May-08

systems - Part 2: Minimum requirements for product quality
assurance, initial assessment and on-going surveillance
264077

prEN 15445

Fugitive and diffuse emissions of common concern to

Jun-08

industry sectors - Fugitive dust emission rate estimates
by Reverse Dispersion Modelling
264078

prEN 15446

Fugitive and diffuse emissions of common concern to

Jun-08

industry sectors - Measurement of fugitive emission of
vapours generating from equipment and piping leaks
264079

Air quality - Standard method for the measurement of the Oct-08
concentration of Benzo [a]pyrene in ambient air

264082

prCEN/TS

Stationary source emissions - Determination of the mass Sep-07

1948-4

concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part
4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs

00264C02 EN

Air quality - Determination of odour concentration by Aug-05

13725:2003/p dynamic olfactometry
rAC
TC292

Characterization of waste
参照記号

292002

規格名称

DAV*

prCEN/TR

Characterization of waste - Sampling of waste materials Apr-06

15310-1

- Part 1: Guidance on selection and application of
criteria for sampling under various conditions

292007

prEN 14582

Characterization of waste - Halogen and sulfur content Aug-04
- Oxygen combustion in closed systems and determination
methods

292014

prEN 14346

Characterization of waste - Calculation of dry matter by Aug-04
determination of dry residue and water content

292017
292018

prCEN/TR

Characterization of waste - Sampling of waste materials Apr-06

15310-2

- Part 2: Guidance on sampling techniques

prCEN/TR

Characterization of waste - Sampling of waste materials Apr-06

15310-3

- Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in the
field

292019

prCEN/TR

Characterization of waste - Sampling of waste materials Apr-06

15310-4

- Part 4: Guidance on procedures for sample packaging,
storage, preservation, transport and delivery

292028

prEN 15308

Characterization of waste - Determination of selected Jan-06
polychlorinated biphenyls (PCB) in solid waste, soil and
sludge by using capillary gas chromatography with
34

electron capture or mass spectrometric detection

292030
292033

EN

Characterization of waste - Preparation of test portions Feb-06

15002:2006

from the laboratory sample

prEN 14997

Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Aug-04
Influence of pH on leaching with continuous pH-control

292037

prEN 15192

Characterisation of waste and soil - Determination of Nov-05
hexavalent chromium in solid material by alkaline
digestion and ion chromatography with spectrophotometric
detection - Complementary element

292038

prEN 15309

Characterization of waste and soil - Determination of Aug-05
elemental composition by X-ray fluorescence

292039

prEN 15169

Characterization of waste - Determination of loss on

Aug-05

ignition in waste, sludge and sediments
292041

prCEN/TR

Characterization of waste - Sampling of waste materials Apr-06

15310-5

- Part 5: Guidance on the process of defining the sampling
plan

292046
292047

prCEN/TS

Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Mar-06

15364

Acid and base neutralization capacity test

prEN 12920

Characterization of waste - Methodology for the

Apr-06

Determination of the Leaching Behaviour of Waste under
Specified Conditions
292048

prEN 15216

Characterization of waste - Determination of total

Nov-07

dissolved solids (TDS) in water and eluates
292049

Characterization of waste - Determination of Polycyclic Nov-07
Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Soil, Sludge and Waste
using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) or
Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS)

TC308

Characterization of sludge
参照番号

308012

prEN 14671

規格名称
Characterization of sludges - Pre-treatment for the

DAV*
Jul-06

determination of extractable ammonia using 2 mol/l
potassium chloride
308036
308037

prCEN/TR

Characterization of sludges - Laboratory chemical

14742

conditioning procedure

Apr-06

prEN 14701-1 Characterisation of sludges - Filtration properties - Mar-06
Part 1: Capillary suction time (CST)
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308038

prEN 15170

Characterization of sludges - Calorific Value

Sep-06

(determination of gross and net calorific values)
308039

prEN 14702-1 Characterisation of sludges - Settling properties - Part Mar-06
1: Determination of settleability (Determination of the
proportion of sludge volume and sludge volume index)

308040

prEN 14701-2 Characterization of sludges - Filtration properties - Jul-06
Part 2: Determination of the specific resistance to
filtration

308041

prEN 14701-3 Characterization of sludges - Filtration properties - Jul-06
Part 3: Determination of the compressibility

308047

prEN 15171

Characterization of sludges - Determination of

Sep-06

adsorbable organically bound halogens
308054

prEN 14702-2 Characterisation of sludges - Settling properties - Part Mar-06
2: Determination of thickenability

308057

prCEN/TR

Characterization of sludges - Protocol for conducting Sep-05

15175

inter-laboratory trials of methods for chemical,
microbiological and physical analysis of sludges

308058

Characterization of sludges - Pre-treatment of samples Nov-07
by freeze drying by susbsequent analysis

308059

Characterisation of sludges - Good practice for sludge Oct-06
hygienisation

308060

Characterization of sludges - Guide to risk assessment Jan-08
especially in relation to use and disposal of sludges

308061

CEN/TR

Characterization of sludges - Detection and enumeration Jan-06

15214-1:2006 of Escherichia coli in sludges, soils, soil improvers,
growing media and biowastes - Part 1: Membrane filtration
method for quantification
308062

CEN/TR

Characterization of sludges - Detection and enumeration Jan-06

15214-2:2006 of Escherichia coli in sludges, soils, soil improvers,
growing media and biowastes - Part 2: Miniaturised method
(Most Probable Number) by inoculation in liquid medium
308063

CEN/TR

Characterization of sludges - Detection and enumeration Jan-06

15214-3:2006 of Escherichia coli in sludges, soils, soil improvers,
growing media and biowastes - Part 3: Macromethod (Most
Probable Number) in liquid medium
308064

CEN/TR

Characterization of sludges - Detection and enumeration Jan-06

15215-1:2006 of Salmonella spp. in sludges, soils, soil improvers,
growing media and biowastes - Part 1: Membrane filtration
method for quantitative resuscitation of sub-lethally
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stressed bacteria (to confirm efficacy of log drop
treatment procedures)

308065

CEN/TR

Characterization of sludges - Detection and enumeration Jan-06

15215-2:2006 of Salmonella spp. in sludges, soils, soil improvers,
growing media and biowastes - Part 2: Liquid enrichment
method in selenite-cystine medium followed by
Rapport-Vassiliadis for semi-quantitative Most Probable
Number (MPN) determination
308066

CEN/TR

Characterization of sludges - Detection and enumeration Jan-06

15215-3:2006 of Salmonella spp. in sludges, soils, soil improvers,
growing media and biowastes - Part 3: Presence/absence
method by liquid enrichment in peptone-novobiocin medium
followed by Rapport-Vassiliadis
308067
308068
308075

TC335

prCEN/TR

Characterization of sludges - Protocol for validating Oct-05

15252

methods for physical properties of sludges

prCEN/TR

Characterization of sludges - Good practice for sludges Aug-06

15473

drying

prCEN/TR

Characterization of sluge - Physical consistency -

15463

Thixotropic behaviour and piling behaviour

Aug-06

Solid biofuels
参照記号

335003

prCEN/TS

規格名称
Solid biofuels - Fuel quality assurance

DAV*
Nov-05

15234
335015

prCEN/TS

Solid biofuels - Method for the determination of ash Apr-06

15370-1

melting behaviour - Part 1: Characteristic temperatures
method

335016

CEN/TS

Solid biofuels - Methods for the determination of

Jan-06

15149-1:2006 particle size distribution - Part 1: Oscillating screen
method using sieve apertures of 3,15 mm and above
335017

CEN/TS

Solid biofuels - Methods for the determination of

Jan-06

15149-2:2006 particle size distribution - Part 2: Vibrating screen
method using sieve apertures of 3,15 mm and below
335018

CEN/TS

Solid biofuels - Methods for the determination of

Jan-06

15149-3:2006 particle size distribution - Part 3: Rotary screen method
335026

prCEN/TS

Solid Biofuels - Determination of total content of

15289

sulphur and chlorine
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Jan-06

335028

prCEN/TS

Solid Biofuels - Determination of major elements

Jan-06

Solid Biofuels - Determination of minor elements

Jan-06

15290
335029

prCEN/TS
15297

335030

prCEN/TS

Solid Biofuels - Calculation of analyses to different Jan-06

15296

bases

335031

Solid Biofuels- Guideline for development and

Mar-07

implementation of Quality Assurance for solid biofuels
TC343

Solid recovered fuels
参照記号

343001
343002

規格名称

DAV*

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Terminology, definitions and Mar-06

15357

descriptions

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Quality management systems - Mar-06

15358

Particular requirements for their application to the
production of solid recovered fuels

343003

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Specifications and classes

Apr-06

15359
343005
343007
343008
343009
343011
343012
343013
343016
343018
343020

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Method for the determination of Jul-06

15440

biomass content

prCEN/TR

Solid recovered fuels - Guidelines on occupational health Jul-06

15441

aspects

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15400

calorific value

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15401

bulk density

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15402

the content of volatile matter

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15403

ash content

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15404

ash melting behaviour

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15405

density of pellets and briquettes

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15406

bridging properties of bulk material

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Method for the determination of May-06

15407

carbon (C), hydrogen (H) and nitrogen (N) content
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343022

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15408

sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br)
content

343024

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Method for the determination of May-06

15410

the content of major elements (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P,
Si, Ti)

343025

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15411

the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr,
Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn)

343026
343027
343028

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the determination of May-06

15412

metallic aluminium

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for the preparation of May-06

15413

the test sample from the laboratory sample

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for sampling

Jul-06

15442
343029
343030

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Methods for laboratory sample Jul-06

15443

preparation

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Determination of moisture content May-06

15414-1

using the oven dry method - Part 1: Determination of total
moisture by a reference method

343031

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Determination of moisture content May-06

15414-2

using the oven dry method - Part 2: Determination of total
moisture by a simplified method

343032

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Determination of moisture content May-06

15414-3

using the oven dry method - Part 3: Moisture in general
analysis sample

343033

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Determination of particle size May-06

15415

and particle size distribution by screen method

343034

Information on key properties of solid recovered fuels Oct-06
to be used for establishing a classification system

343035

Solid recovered fuels - Determination of combustion

Jun-07

behaviour
343036

prCEN/TS

Solid recovered fuels - Determination of current rate of Jun-07
microbial activity using the dynamic respiration index

343037

Solid recovered fuels - Determination of the biomass Jun-07
content based on the 14C method

SS S26

Environmental management
参照記号

規格名称
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DAV*

CSS26016 prEN ISO
14040
CSS26017 prEN ISO
14044
SS S27

Environmental management - Life cycle assessment -

Jan-07

Principles and framework (ISO/DIS 14040:2005)
Environmental management - Life cycle assessment -

Jan-07

Requirements and guidelines (ISO/DIS 14044:2005)

Waste – Characterization, treatment and stream
参照記号

規格名称

DAV*

CSS27001 NTC 001:1991 Oil spill identification

Mar-01

CSS27002

Jan-05

Oil spill identification - Waterborne petroleum nad
petroleum products - Analytical techniques using GC/FID
and GC/MS

CSS27003

Oil spill identification - Waterborne petroleum and

Sep-04

petroleum products - Methodology and interpretation of
results
CSS27004

Oil spill identification - Waterborne petroleum and
petroleum products - Sampling
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Sep-04

（別
参

考

添）
資

料

集

《第 1 部関係》
・ TC207
・ TC207/SC1
・ TC207/SC2
・ TC207/SC3
・ TC207/SC4
・ TC207/SC5
・ TC146
・ TC146/SC1
・ TC146/SC2
・ TC146/SC3
・ TC146/SC4
・ TC146/SC5
・ TC146/SC6
・ TC147
・ TC147/SC1
・ TC147/SC2
・ TC147/SC4
・ TC147/SC5
・ TC147/SC6
・ ISO Guide 64:1997 Guide for the inclusion of environmental aspects in product
standards
・ ISO/WD Guide 64 Guide for the inclusion of environmental aspects in product standards
・ ISO14001:2004 Environmental management systems—Requirements with guidance for use
・ ISO14004:2004

Environmental

management

systems—General

guidelines

on

principles,systems and support techniques
・ ISO14015:Environmental

management

—Environmental

assessment

of

sites

and

organizations(EASO)
・ ISO19011:Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
・ ISO14020:2000 Environmental labels and declarations-General principles
・ ISO14021: Environmental labels and declarations-Self-declared encironmental claims
(Type II environmental labeling
・ ISO14024:

Environmental

labels

and

declarations-Type

I

environmental

labeling-Principles and procedures
・ TR14025: Environmental labels and declarations-Type III environmental declarations
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・ ISO14031:Environmental

management

performance

—Environmental

evaluation-Guidelines
・ TR14032:Environmental

management

—Examples

of

environmental

performance

evaluation(EPE)
・ ISO14040:Environmental management —Life cycle assessment-Principles and framework
・ ISO14041:Environmental management —Life cycle assessment-Goal and scope definition
and inventory analysis
・ TR14049:Environmental management —Life cycle assessment-Examples of application of
ISO14041 to goal and scope definition and inventory analysis
・ ISO14042:Environmental management —Life cycle assessment-Life cycle impact
assessment
・ ISO14043:Environmental management —Life cycle assessment-Life cycle interpretation
・ TS14048:Environmental management —Life cycle assessment-Data documentation format
・ TR14047:Environmental management—Life cycle impact assessment- Examples of
application of ISO14042
・ ISO14050:2002 Environmental management —Vocabulary
・ TR14061:Information to assist forestry organizations in the use of Environmental
Management System standards ISO14001 and ISO14004
・ TR14062:Environmental management —Integrating environmental aspects into product
design and development
・ ISO pressreleases Ref.940,2004 ISO 14000 environmental management system standards
・ ISO/AWI14005:Environmental

management

systems—Guidelines

for

a

staged

implementation of an environmental management system, including the use of
environemental performance evaluation
・ ISO/FDIS14025: Environmental labels and declarations-Type III environmental
declarations-Principles and procedures
・ ISO/FDIS14040:Environmental management —Life cycle assessment-Principles and
framework
・ ISO/FDIS14044:Environmental management —Life cycle assessment-Requirements and
guidelines
・ ISO/CD14050:Environmental management —Vocabulary
・ ISO/FDIS14063:Environmental management —Environmental communication-Guidelines
and examples
・ ISO/FDIS14064-1:Greenhouse

gases-Part1:Specification

with

guidance

at

the

organization level for quantification and reporting or greenhouse gas emittions and
removals
・ ISO/FDIS14064-2:Greenhouse gases-Part2:Specification with guidance at the project
level for quantification, monitoring and reporting or greenhouse gas emittions and
removals
・ ISO/FDIS14064-3:Greenhouse

gases-Part3:Specification
42

with

guidance

for

the

validation and verification of greenhouse gas assertions
・ ISO pressreleases Ref.983,2005 ISO 14064 standard on greenhouse gases in wings of
UN’s Climate Change Coference
・ ISO/DIS14065:Greenhouse gases-Requirements for greenhouse gas validation and
verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
・ ISO pressreleases Ref.948,2005 ISO present at World Economic Forum in Davos:
‘International Standards contribute positively to global issues’
・ Standards and/or guides of TC146
・ TC146/SC1 Projects
・ TC146/SC2 Projects
・ TC146/SC3 Projects
・ TC146/SC4 Projects
・ TC146/SC5 Projects
・ TC146/SC6 Projects
・ Standards and/or guides of TC147
・ TC147 Projects
・ TC147/SC1 Projects
・ TC147/SC2 Projects
・ TC147/SC4 Projects
・ TC147/SC5 Projects
・ TC147/SC6 Projects
・ ISO5673-1:2005 Agricultural tractors and machinery-Power take-off drive shafts and
power-input connection-Part1: General manufacturing and safety requirements
・ ISO7608:1985 Shipbuilding- Inland navigation-Couplings for disposal of oily mixture
and sewage water
・ ISO10813-1:2004

Vibration

generating

machines-Guidance

for

selection-Part1:

Equipment for environmental testing
・ ISO11064-6:2005

Ergonomic

design

of

control

centres-

Part6:Environmental

requirements for control centers
・ ISO11681-1:2004 Machinery for forestry- Portable chain-saw safety requirements and
testing-Part1: Chain-saws for forest service
・ ISO16428:2005 Implants for surgery- Test solutions and environmental conditions for
static and dynamic corrosion tests on implantable materials and medical devices
・ ISO17422:2002

Plastics-Environmental

aspects-

General

guidelines

for

their

inclusion in standards
・ ISO/TS19706:2004 Guidelines for assessing the fire threat to people
・ ISO21647:2004 Medical electrical equipment- Particular requirements for the basic
safety and essential performance of respiratory gas monitors
・ ACEA:ADVISORY COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ASPECTS
・ TERMS OF REFERENCE, COMPOSITION, WORKING METHODS AND RULES AND PROCEDURES OF THE
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ADVISORY COMMITTEE ON ENVIRONMENTAL ASPECTS
・ ACEC:ADVISORY COMMITTEE ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
・ TERMS OF REFERENCE, COMPOSITION,WORKING METHODS AND RULES AND PROCEDURES OF THE
ADVISORY COMMITTEE ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
・ TECHNICAL COMMITTEE NO 111:Environmental standardization for electrical and
electronic products and systems
・ TC111/WG2 Environmentally conscious design for electrical and electronic products
and systems
・ TC111/WG3 Test methods of hazardous substances
・ SMB/3151/R STRATEGIC POLICY STATEMENT
・ INTERNATIONAL STANDARD GUIDE109
・ INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMITION GUIDE113
・ INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMITION GUIDE114
・ Work Programme for TC111
・ Project:IEC62321 Ed.1.0
・ Project:IEC62430 Ed.1.0
・ Project:PNW111-39 Ed.1.0
・ Project:PNW111-43 Ed.1.0
・ Project:PNW111-47 Ed.1.0
・

《第 2 部関係》
・ Thechnical adaptation under Directive 2002/95/EC (RoHS) ‒ Investigation exemptions
（抜粋）
・ DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment
・ COMMISSION DECISION of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of
Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC
of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic
equipment
・ COMMISSION DECISION of 18 August 2005 amending Directive 2002/95/EC of the European
Parliament and of the Council for the purpose of establishing the maximum
concentration values for certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment
・ COMMISSION DECISION of 13 October 2005 amending for the purposes of adapting to the
technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and
of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment
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・ COMMISSION DECISION of 21 October 2005 amending for the purposes of adapting to
technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and
of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment
・ Stakeholder consultation on Adaptation to scientific and technical progress under
Directive 2002/95/EC for the purpose of a possible amendment of the annex
・ Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of
certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and
Directive 2002/96/EC on Waste Erectrical and Erectronic Equipment (WEEE)
・ MEEUP methodology Report（抜粋）
・ MEEUP Product Cases Report（抜粋）
・ MEEEUP Project Report（抜粋）
・ CENELEC/Environment and TC 111X
・ RoHS Certification
・ ORGALIME Position Paper on Assessment of Compliance in the RoHS Directive
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