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[要 約] 

ISO 規格はプラント・エンジニアリング業界にとって自社主導で製品を製造する業界と

は異なり、顧客から仕様を受けて対応する立場である。石油・石油化学・ガス分野の処理

装置システムに関する ISO/TC67/SC6 ではアメリカ石油規格（API）の ISO 化が多く、現段

階では新規規格制定により大きな影響を受ける可能性は少ない。しかしながら、国際的で

ない規格の ISO 化やシステムに関連する ISO 化が提案された場合には我が国にとって不利

になる可能性があり、対応が必要になる。そのため国内では関連機関、団体、企業との連

携、国際的には ISO 委員会会議に出席するなど交流を深め、将来新規 ISO 規格の提案がな

された際への対応が必要である。 

第 1章 調査の背景と目的 

 1.1 調査の背景と目的 

経済のグローバル化の進展に伴い、国際標準を制する企業が世界を制するとも言われる

ように、国際標準化に対する戦略的な取り組みは世界的な競争に晒されている我が国企業

にとっても以前にも増して重要な課題となってきている。経済産業省も JISC(日本工業標

準調査会)を通じて、国際標準化機構(ISO)の活動への我が国機関のより主体的な参画を奨

励している。当協会は 2008 年 1 月現在で 201 ある専門委員会のひとつである TC67(石油・

石油化学及び天然ガス工業用材料及び装置)における SC6(処理装置及びシステム分科委員

会)の国内審議団体として 2008 年 9 月に JISC より承認され、以降当協会会員企業である

我が国プラント・エンジニアリング企業の事業分野のひとつである当該分野における国際

標準策定作業に参画しうる立場となっている。 

本調査においては、ISO/TC67/SC6 における規格開発状況を調査研究し、またその国際

会議への参加により海外関係者の動きを調査することにより、これら産業分野における我

が国企業の国際競争力の強化に役立てることを目的として実施した。 

 1.2 調査の対象と調査の方法 

 ISO から公表されている標準化制度、規格制定の仕組みについてインターネットにより
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情報収集を行うとともに、文献書籍により、ISO に対する我が国の取り組み、各国の取り

組みについても合わせて情報を収集した。ISO には数多くの規格があるが、その中でプラ

ント・エンジニアリング産業の関与状況を調査した。プラント・エンジニアリング産業に

係わる規格は上流から下流まで範囲が広く、関与の度合いも多岐にわたる。そこで、本調

査においてはその中で当協会が国内審議団体として参画することになった ISO/TC67/SC6

の状況を調査することにより、その活動状況の分析をもとに、考察と提言を行った。 

調査においては大学教授、関連団体及び企業の有識者・実務経験者を中心に「プラント・

エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会」を設置し、調査研究を推進する

と共に 2009 年９月 29 日から 30 日までカナダのビクトリアで開催された第 19 回

ISO/TC67/SC6 年次会議に参加し、各国代表との意見交換や情報収集、ヒアリングなどの

活動を行った。 

第 2章 国際標準化の概要 

 2.1 国際標準化の概要と我が国の国際標準化アクションプラン 

標準化の国際組織である国際標準化機構（ISO）は 1947 年に設立された。一般的には、標

準化により、産業界には、①市場の迅速な形成・拡大、貿易促進、②製品種類の削減によ

るコスト低減、③販売先、消費者への訴求効果大、④社内マネジメントの向上、⑤製品開

発、研究開発等での活用、業界全体での発展が見込め、消費者側には、①互換性による使

いやすさ、②製品の品質・性能等の評価が容易、③安心・安全な生活のための指針、④事

業者の評価のための指針、⑤わかりやすさの向上、などのメリットがあるとされている。

日本では 1949 年に工業標準化法が施行され、日本工業標準調査会（JISC）が工業標準の

調査・審議機関として設置され、日本工業規格（JIS）が誕生した。日本は、1952 年に ISO、

1953年に IECにそれぞれ加盟した。2006年 12月には国際標準化総合戦略が策定された。

その戦略目標達成の取り組みとして、国際標準化アクションプランが定められ、５つの取

り組み方針が決められている。①企業経営者の意識改革、②国際標準の提案に向けて重点

的な支援強化、③世界で通用する標準専門家の育成、④アジア太平洋地域等における連携

強化、⑤諸外国の独自標準と技術規制の制定への対応、である。 

 2.2 ISO の組織と運営 

ISO のメンバー制度は、各国を代表する標準化組織に開放されており、各国１組織とさ

れている。2009 年 12 月 2 日現在、ISO は 162 の国、地域で構成され、会員国(Member 

bodies)、通信会員国(Correspondent members)、購買会員国(Subscriber members)の３つ

のカテゴリーに分類される。ISO の組織は、総会（General Assembly）を最高意思決定機

関とする組織である。実際の運営は、ISO 役員と 18 の会員団体からなる理事会（Council）
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で決定される。理事会は、財務監事と技術管理評議会（Technical Management Board: 

TMB）の 12 のメンバー及び政策開発委員会（Policy Development Committees：PDC）

の議長を指名する。また、中央事務局（Central Secretariat：CS）の年間予算を決定する。 

技術管理評議会は、技術アドバイスグループ（Technical Advisory Groups：TAG）や戦

略アドバイスグループ（Strategy Advisory Groups：SAG）を含む専門業務の全般的な管

理を行う。メンバーは理事会で指名された議長と 12 名のメンバーで構成される。技術管

理評議会の事務局は中央事務局内に置かれる。中央事務局は、理事会及び技術管理評議会

のいずれの事務局としての機能を持ち、実際に規格作成を行う専門委員会（Technical 

Committees：TC）や分科委員会（Subcommittees：SC）と深くかかわり、TC と SC の

活動を指導、監督する。ISO 規格は、産業、技術、ビジネスセクターからの専門家からな

る「専門委員会」で開発されるが、その開発に参加する専門家がそれらの規格を使用する

場合が多い。これらの専門家には政府機関の代表、研究所、消費者団体、非政府組織、学

会からの専門家も関与することもある。国の代表として参加する専門家は、各国のメンバ

ー機関により選定される。専門家は自分の参加する組織の観点からだけでなくその他の利

害関係者も代表して活動することが求められる。 

 2.3 国際標準化規格数の状況 

1947 年の ISO 発足以来、農業、建設、医療設備から最新の情報技術開発分野までその

対象は広く、2008 年 12 月 31 日現在までに 17,765 件の規格を制定してきた。2008 年で

は 1,230 件の規格が発行されている。 

 2.4 国際標準化の手続き 

規格開発の段階として通常は６つの段階があり、提案段階の前の予備段階、規格制定後

の手順としての見直し段階、廃止段階を含めると９つの段階に分類される。それぞれの段

階に進行段階(副段階)が決まっており、ふたつの数の組み合わせのマトリックスで規格開

発が今どのような段階にあるかがわかるようになっている。また、開発される文書名の頭

には各段階を示すアルファベットがつき、どの段階にあるかがわかる。 

第 3章 各国・地域の国際標準化戦略 

 3.1 TC67/SC6 への標準化参加国 

TC67/SC6 は「石油、石油化学及び天然ガス工業用材料及び装置専門委員会 処理装置

及びシステム分科会」であり、TC67/SC6 に参加している国は P メンバー19 カ国、O メン

バー5 カ国である。 

P メンバー19 カ国： 

フランス（AFNOR）、英国（BSI）、ドイツ（DIN）、韓国（KATS）、日本（JISC）、イタ
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リア（UNI）、米国（ANSI）、スペイン(AENOR)、ロシア（GOSTR）、オランダ（NEN）、

オーストリア（ASI）、ブラジル（ABNT）、南アフリカ（SABS）、カナダ（SCC）、ノルウ

ェー（SN）、アルゼンチン（IRAM）、インドネシア（BSN）、カザフスタン（KAZMEMST）、

カタール（QS）、 

O メンバー5 カ国： 

ルーマニア（ASRO）、ポーランド（PKN）、ハンガリー（MSZT）、セルビア（ISS）、サ

ウジアラビア（SASO） 

TC67/SC6 の構成は上の通り計 24 カ国であるが、ISO の TC 参加数の多い国上位 15 カ

国のうち 13 カ国が本 TC67/SC6 に参加している。石油、石油化学及び天然ガス産業が各

国にとって重要な産業であることがわかる。 

 3.2 欧州標準化機関の標準化戦略 

欧州標準化機関（The European Committee for Standardization:CEN）は欧州最大の

任意標準化機関として、法律的にはベルギー法に則って設立されており、2010 年 3 月 5

日現在、欧州 28 カ国と欧州自由貿易連合（EFTA）から 3 カ国の合計 31 カ国のメンバー

がいる。欧州電気標準化委員会（CENELEC）及び欧州電気通信規格協会（ETSI）とと

もに３つの組織で欧州の標準化を取り扱っている。CEN の原則のひとつに National 

Commitment があり、CEN により正式に採択された標準はメンバー全てに対する拘束力

があり、メンバーは、EU 標準の準備段階及び承認後において、欧州の活動に障害を与え

るであろう独自の活動を行わないことに同意し、既存の EU 標準に沿わない国内規格の改

訂や発効を行わないこと、EU 標準と矛盾する国内規格の排除を含めて EU 標準を実施す

る必要がある。CEN と ISO との関係ではウィーン協定がある。ウィーン協定は 1991 年、

CEN が既存の ISO 規格を採用するとともに、新たに規格を制定する場合には ISO と CEN

とが規格策定作業を分担し、作業の重複を避けることを主目的として ISO と CEN との間

で締結された。 

 3.3 米国の標準化戦略 

2000 年に作成された米国国家標準化戦略（National Standards Strategy for the United 

States: NSS）が 2005 年に改訂され米国標準化戦略（United States Standards 

Strategy:USSS）として公表されている。最初の NSS では、国内、国際への自発的標準

化活動についてセクターごとのアプローチを行うことを約束し、米国の伝統的な強みであ

る、コンセンサス、開放性、透明性に基づき、速さと妥当性を加えて、国民で関心を有す

る有権者の必要性に答えた枠組みを構築した。USSS となって、グローバル化と国境に係

わらず利害関係者にあった標準の必要性を認識した。標準化戦略は、政府、産業、規格開
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発組織、共同体、消費者グループ、学会の利益関係者を代表する多数かつ多様な有権者グ

ループの協調で作成されている。グローバル経済により標準開発における利害が大きくな

り、技術の広範な適用を伴う優位性への競争は新しいレベルに達したこと、世界で受け入

れられる標準の開発への勢いはこれまでになく高まったとの認識のもと標準化戦略が定め

られた。標準は社会の要求と市場の要求に合致すべきであり、貿易の障害となってはなら

ないことが社会で認識されており、WTO においても貿易障壁に標準を用いないよう奨励

している。米国の標準は次の９つの基本原則に基づいている。即ち、透明性、開放性、中

立性、有効性と妥当性、コンセンサス、実績主義、首尾一貫性、適正手続き、技術支援で

ある。加えて、手続きは柔軟性を持ち、時期を得たものであり、バランスの取れたもので

あるべき、としている。 

第 4章 石油・石油化学分野における標準化規格の概要 

 4.1 国際標準化とプラント・エンジニアリング業界との関わり 

ISO には 160 カ国以上の国・地域が参加し、専門委員会（TC）は 200 を超える。その

中でプラント・エンジニアリングに関わる規格は、TC1 ねじ、TC4 転がり軸受、TC5 金

属管及び管継手など基礎部品から TC28 石油製品及び潤滑油など製品に関する規格、TC11

ボイラー及び圧力容器、TC58 ガス容器、TC86 冷凍技術、TC115 ポンプ、TC118 圧縮機、

空気圧工具及び空気圧機械、TC192 ガスタービン、TC214 昇降式作業台、TC220 冷凍容

器、TC98 構造物の設計の基本など、多数ある。 

プラント・エンジニアリングは、「プラントまたは工場を建設するにあたって企業化計画、

調査から始まり、設計、調達、建設、試運転にいたるまでの全ての業務を有機的に結合し、

予算、工程、品質などを合理的、能率的、組織的かつ経済的に計画し、管理し、調整する

ことを目的とする運営技術」(エンジニアリングマネジメント(2009 年 9 月改訂 2 版)(財)

エンジニアリング振興協会)であり、国際規格の中での関連の特定が困難なほど広範に渡っ

て関与している。 

 4.2 TC67/SC6 の組織と活動 

SC6 の上部委員会である TC67 は石油ビジネスの上流から下流までの全てに使用される

主要資本設備の規格開発を対象としており、石油、石油化学及び天然ガス産業での石油開

発、生産、輸送及びプロセスに使用される設備の機械設備を扱っている。TC67 事務局は

アメリカ規格協会を代理してアメリカ石油協会（API）により運営されており、TC67 全

般にわたり API との関連が強い。TC67 全体ではこれまで 100 件を超える規格が開発され

ている。TC67 の下にはパイプライン輸送システム(SC2)、掘削及び仕上げ流体と杭井セメ

ント(SC3)、杭井掘削と生産システム(SC4)、油井管(SC5) 、処理装置及びシステム(SC6)、
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海洋構造物(SC7)の６つの分科委員会（SC）及び５つのワーキンググループ（WG）が置

かれており、SC5 において(社)日本鉄鋼連盟が幹事国を務めている。TC67/SC6 には 2009

年 12 月現在、P-メンバー19 カ国（アルゼンチン、オーストリア、ブラジル、カナダ、フ

ランス、ドイツ、インドネシア、イタリア、日本、カザフスタン、韓国、オランダ、ノル

ウェー、カタール、ロシア、南アフリカ、スペイン、英国、米国）と O-メンバー5 カ国（ハ

ンガリー、ポーランド、ルーマニア、サウジアラビア、セルビア）が参加している。幹事

国はフランスが務めている。 

 4.3 TC67/SC6 の規格 

 4.3.1 発行済みの規格 

TC67/SC6 では、1991 年に活動を開始して以来、2010 年 2 月現在までに 28 件の規格

が発行されている。また、他の TC/SC と合同ワーキンググループ（JWG）で 14 件の規格

が発行されている。JWG を構成する相手方の TC/SC は、TC118SC1「圧縮機、空気圧工

具、空気圧機械、空気圧装置専門委員会ターボコンプレッサ分科委員会」(6 件)、TC60/SC0

「歯車専門委員会」(1 件)、TC115/SC3「ポンプ専門委員会据付けと用途分科委員会」(3

件)、TC153/SC1「バルブ専門委員会設計、製造、表示及び試験方法分科委員会」(3 件)、

TC192/SC0「ガスタービン専門委員会」(1 件)となっている。なお、SC0 となっているも

のは当該専門委員会が直接扱っているものと考えられる。いずれも石油・石油化学・天然

ガス分野における設備機器に関連する委員会となっているが、JWG により制定された規

格を構成する相手先としてはほぼこれらの委員会に限られている模様である。 

TC67/SC6 で開発された規格 29 件(うち 2010 年発行が 1 件あり)の中で、対応 API 規格

があるものは 16 件、対応 CEN 規格があるものは 27 件となっている。対応 CEN 規格 27

件のうち 20 件の規格開発が TC67/SC6 で行われたものである。すなわちウィーン協定に

より ISO リードで開発され、CEN でも規格として発行されたものとなっている。 

一方、ISO 規格 29 件のうち対応日本規格について調べたところ、A）正式に対応国内規

格がある ISO 規格０件、B）対応国内規格がないが、関連する規格がある９件、C）対応

規格がない（ないと思われる）15 件、D）不明５件であった。他 TC との合同ワーキング

グループ（JWG）の開発により発行された規格 14 件の中で、対応 API 規格があるものは

13 件、対応 CEN 規格があるものは 13 件となっている。TC67/SC6 単独開発規格と同様

に、対応 CEN 規格は 10 件が ISO リードで開発されている。日本における状況をみると、

対応国内規格は JPI 規格として 3 件あるが、その他は対応していない。 

 4.3.2 開発中の規格 

 TC67/SC6 で開発中の規格は 3 件ある。中には国際的な規格でないノルウェー規格
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（NORSOK）の規格が持ち込まれているものもあり、ISO 登録されても日本への影響は

ないものと思われるが、この規格提案のように国際的に普及していない某国の規格の ISO

化の動きがある場合、日本にとって不利益にならないか検討する必要がある。 

 4.4 TC67/SC6 国際会議参加報告 

2009 年度 TC67/SC6 の国際会議は 9 月 28-29 の両日、カナダのビクトリアにて開催さ

れた。参加者は全体で約 20 名、その内日本からは４名であったが、他の各国からは１～

３名程度の参加であった。日本以外の参加国は、フランス、カナダ、イギリス、アメリカ、

オランダ、ノルウェー、ドイツ、イタリア、カタール、ブラジル、カザフスタンの各国で

あった。会議での発言状況を見るとオランダとイギリス、議長と事務局を務めるフランス

の発言が目立ち、これらの国々が会議をリードしているように見える。関連する部分のみ

発言するのはアメリカとドイツ、ノルウェーであった。会議の様子からだけでも各国の本

SC への関与の度合いが窺われた。また、年に１回の会合でメンバー同士のコミュニケー

ションを図ることも会議の重要な要素であると考えられ、ブレークの時間も含めて発言で

きるだけの関係を構築することが望ましい。 

第 5章 考察、課題及び提言 

 5.1 考察 

現在のプラント・エンジニアリング業界の ISO 規格との関わりは、自社主導で製品を製

造する業界とは異なり、顧客から仕様を受けて対応する立場である。エンジニアリング企

業は機器・部品を購入し組み合わせる立場であり単体機器の規格が変わっても影響がない

かあるいは少ない状況にある。機器メーカー企業は仕様の変更により製造設備の改造や更

新が必要になることからエンジニアリング企業と比較して影響度は高いと考えられるが、

基本的に顧客からの要求を受けて対応する立場にある。TC67/SC6 での制定規格は、現在

のところ我が国のプラント・エンジニアリング業界に対して直接大きな影響はないと考え

られる。影響の出る規格が開発される場合には前述の国内における関係者の連携が重要に

なろう。日本国内の業界に利害関係がないか、もしくは少ない ISO 規格への対応は、企業

の関心も低く、逆に対応が難しくなることが考えられる。 

 5.2 課題 

課題として以下の点が挙げられる。１）TC67/SC6 では取り扱う規格の範囲が広い。対

応するためには多彩な専門知識をもつ組織が必要となる。２）TC67/SC6 では API の ISO

化が基本的な活動となっているが、TC67/SC6 の委員会では欧州のオイルメジャーや石

油・ガス産出国の意見で取り決めが行われる傾向が強い。米国は、API を中心に対応して

いるが、どうしても欧州よりの意見に傾きがちで、この辺りの動向を見ていく必要がある。
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３）国際的に普及していない欧州規格が ISO 化として提案され標準化されていく可能性が

ある。４）TC67/SC6 制定の ISO 規格に関して国内規格は対応しておらず、直近の必要性

はないかもしれないが、今後 WTO/TBT 協定により ISO 規格と国内規格の整合を進める

必要が出てくると想定され、その場合の対応が必要になると思われる。 

 5.3 提言 

１）TC67/SC6 では取り扱う規格の範囲が広く、ジャンルにあった専門家による WG の

結成が必要である。そのためには、資金的、組織的な整備を進め、関係企業・組織が ISO

規格に対する関心を持ち、人材を提供できる環境づくりが必要である。２）国際的に普及

していない欧州規格が ISO 化されるなど、欧州の動向が日本にとって不利益になる可能性

がないか、情報を収集していく必要がある。国際会議への参加、規格開発を具体的に進行

する WG への参加による人的つながりの構築が必要である。３）国際的に普及していない

規格の ISO 化など我が国にとって不利益となる可能性のある規格開発が行われないよう、

国際標準化の動向についての情報入手体制の整備（前項の人的つながりの構築など）と国

内向けに情報提供・情報交換体制の整備が必要である。これには関連する TC や SC との

連携、関連団体・組織との連携などが想定される。４）現在は TC67/SC6 における ISO 規

格はあまり適用されていないが、将来適用される可能性があることを念頭に置き、規格標

準化活動の動向をつかむことにより、我が国関連企業が国際ビジネスにおいて不利益を被

らないようにする必要がある。そのためにも、我が国から提案すべき規格は現状ではない

が、今後必要に応じて積極的に対応することが考えられる。 
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