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Patrick LEVASSEUR 
Head of European and standardization affairs bureau (DGUHC) 欧州標準化事務長 
 

I. 標準の技術的特性 

 

 合意に基づいた策定 

 主として任意による適用 

 標準化機関による作成 

 技術的、商業的に課題に対する解決策 

 活動のすべての領域を含む広い適用 

 

II. 規格標準のいろいろ 

 
1. 内容による違い 

 
 基礎的標準：通常これらの標準を通じて、新しい分野における標準化作業

が始められる。現行の標準の 27％がこのカテゴリーに入る。 

 仕様標準：これらは目標性能水準のみならず、サービスに関する製品特性

を設定する。AFNOR 目録のおよそ 40％を占める。 

 方法（手順）、試験、分析のための標準：このカテゴリーの標準は、特性

を測定する。標準全体の約 30％を占める。 
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 組織に関する標準：ここでは会社の規則、機能や活動について規定する。

標準全体の約 3％とまだ相対的には少ないが、増加の傾向にある。 

 

2. 構成について 

 
 結果に基づいた標準：製品あるいはサービスに適用される特性について規

定する。 

 方法に基づいた標準：製品あるいはサービスが上記に示した特性を持つた

めに使用される方法を規定する。 

 

III.標準化文書の 3 つのレベル 

(表 1) 

 

文書には主に 3 つの種類がある: 

 純粋に標準をベースとしたもの 

 情報提供を目的としたもの 

 グループ、専門家、あるいは特定の活動範囲における合意内容をあらわし

たもの 

 

IV.ヨーロッパ及び国際的な標準の作成 

(表 2) 

現在の標準の大部分は、国際的に ISO と共に欧州委員会レベル(CEN, CENELEC, 

ETSI)で作られたものである。 
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V. 標準の法的性質 

(表 3)  

 

ほとんどの場合、標準の適用は任意である。コミュニティーレベルでは規則、指

令、あるいは国際的には国際的合意を通じて、公的機関によって作成された文書

のみが強制的に適用される。 

 

フランスでは、AFNOR に登録されている標準は約 20,000 件のうち、240 程度の標

準が法令に引用され、強制されている。 

 

これら強制的標準の大部分は、標準化の位置付けを定めたフランスの政令（decree 

of January 26th 1984）で規定されているように、安全、健康、人々や動物の保護、

植物の保存といった内容を扱っている。 

 

フランスにおける公共事業入札では、対象入札の仕様書の要件のうち少なくとも

ひとつをカバーしている場合には、その標準を参照するよう義務付けられている。 

 

VI.標準化と EC マーキング 

(表 4)  

 

 “ニューアプローチ”製品に関しては、EC マーキング（これは EC ブランドでは

ない）が多くの場合、義務付けられる。 

 

これは商業ブランドに適用される証明でもなく、品質ラベルでもない。 

EC マーキングは、欧州経済地域のすべての国を自由に流通できる権利を有する製

品に与えるものである。 

 

製品に EC マーキングを表示するためには、新製品を市場に送り出す企業は、ヨ

ーロッパ指令に織り込まれた基本的要件に適合することを検証する品質管理と試

験を行わなければならない。 
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しかしこれらヨーロッパ規格は強制的ではないため、製造者は、要求レベルが達

成されていることを立証できさえすれば、他の方法によることも自由である。 

 

EC マーキングは、製品がマーケットに投入されるに先立って、適合証明手続が完

了していることの証拠である。 

 

EC マーキングは、関係する国の法的管轄部署による管理を促進するためにある。 

 

特定の状況のもとでは、製品仕様は EC マーキングによってカバーされている内

容をそのまま使うことができる。この場合の品質ラベルは、EC マーキングよりも

付加価値を持ったものでなければならない。 

 

VII.標準化に関係するもの 

(表 5) 

 

1. フランスにおいて 

 

フランス規格協会は、1901 年の協会に関する法のもとに創立された協会であり、

フランスにおける標準化の地位を確立し、1984 年 1 月付け政令により、公共の利

益になるものと認知されており、フランス標準化システムの管理を任せられてい

る。 

 

使命を果たすために AFNOR は、同政令が与えるところの公的権力の特権を有す

る。 

 標準の承認に先立つ、証明試験調査組織 

 標準の承認 

 フランス標準化システムの構築する AFNOR と 28 の標準化事務所の運営 
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ANFOR は、約 3,000 人の会員とおよそ 30,000 人の専門家とのネットワーク管理の

責任を担うフランス標準化システムの核である。 

 

2.ヨーロッパにおいて 

 
 
CEN（欧州標準化委員会）は、複合的専門分野を持つ欧州標準化機関である。欧

州連合の国々から集まった 18 の国家機関（注：国家レベルで認知されている規格

機関のこと）から成り、ANFOR はその組織の中でフランスを代表する機関である。 

 

CENELEC（欧州電気標準化委員会）は、電気、電子技術分野の専門機関であり、

欧州連合の国々から集まった 19 の国家機関（注：国家レベルで認知されている規

格機関のこと）から成る。 

 

ETSI（欧州電気通信規格協会）は、欧州連合と中欧、東欧の 32 カ国に属する約

400 のオペレータ（注：行政機関、ネットワーク事業者、メーカー、サービスプ

ロバイダー、研究機関及びユーザーのこと）を会員とし、電気通信に関する標準

を立案する。 

 

VIII.標準化に関係しているフランス公共機関 

 

標準化に関して政府内グループとの協議後、産業省は標準化分野における公的政

策を定義する。 

標準化における国の役割は、正常化活動において適正な実施がされているかを調

停、監視することである。 

 

調停者：国は、合意の実施責任を持つ。標準化委員会の間で合意が得られなかっ

た場合には、AFNOR は各省庁代表者に対して（産業省を通じて）標準に対する合

意構築を要請することができる。 

 
適正実施の監視者：各省庁代表者は、標準承認適用手続きにおいて、拒否権を行

使できる。 
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表 1 
 
下記表 1 は、包括的な説明を意図したものではなく、ここに示した以外にも標準

化文書は明らかに存在している。しかし、現在あるものを最も正確に表すようデ

ザインされており、現状の把握ができる。 
 

 
Type of document 書類の種類 

 

 
Level of document 
書類のレベル 

 

Standard-relevant 
標準関連 

 

Informative 
情報提供 

 

Agreement 
合意書 

 
National 国内 

 
Approved standard 承認

済標準 
Experimental standard 実

験的標準 

 
Application 
guide 適用ガイ

ド 
Documentation 
booklet 文書冊子 

 
Agreement 合意書 
Good practices 
directory 適正実施デ

ィレクトリ 

 
European ヨーロッパ 

 CEN/CENELEC 
 

 
 
 
 

 ETSI 

 
 
European standard 欧州標

準 
Draft standard 標準案 
Harmonisation document 
調和文書 
 
ETSI standard ETSI 標
準 
Harmonised standard 調和

文書 
Technical specification 技

術仕様書 
ETSI standard ETSI 標
準 
 

 
 
Technical report 
技術レポート 
Guide ガイド 
 
 
 
Technical report 
技術レポート 
Guide ガイド 
Special report ス
ペシャルレポー

ト 
 

 
 
CWA 

 
International 国際的 

 
ISA CEI standard ISA 
CEI 標準 
UIT recommendation 
UIT 推奨 
Technical specification 技

術仕様書 
 

 
Technical report 
技術レポート

Guide ガイド 
 

 
Technical workshop 
agreement 技術ワー

クショップ合意書 
PAS PAS 
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表 2 
 
Some figures… 数値 
 

データの種類 1999 から 01/01/2000 
まで 

2000 から 
01/01/2001 まで 

2001 から 
01/01/2002 まで 

Annual production of standards 
entered into French catalogue 
フランス目録に入った年間標

準作成数 

 
    1,721 (100%) 

 
    1,837 (100%) 

 
    1,767 (100%) 

Total number of standards in the 
French catalogue フランス目

録における全標準数 

 
  23,128 

 
  24,257 

 
  25,338 

Distribution by status:  
 Approved 承認済 
 Experimental 試験的 
 Documentation booklets
文書冊子 
 New documents 新文書 

 
 
    1,563 (91%) 
       115 (7%) 
         43 (3%) 
 

 
 
    1,680 (91,5%) 
       117 (6,5%) 
         39 (2%) 
           1 (-) 

 
 
     1,651 (93%) 
         79 (4,5%) 
         34 (2%) 
           3 (0,5) 

Distribution by production 
sector: 製造部門による配布 

 France フランス 
 Europe ヨーロッパ 
 International 国際的 

 
       314 (18%) 
    1,260 (73%) 
       147 (8%) 

 
      341 (19%) 
   1,340 (73%) 
      156 (8%) 

 
      240 (14 %) 
   1,397 (79%) 
      130 (7%) 

 
and… 

 
 

Annual production of European standards 欧州標準の年間作成数 
 

 CEN CENELEC ETSI TOTAL 
1999   988 353 215 1,556 
2000 1,105 324 566 1,995 
2001 1,168 467 325 1,960 

 
Total number of standards produced 標準の全作成数 

 
 CEN CENELEC ETSI TOTAL 

2000 6,388 3,633 2,963 12,984 
2001 7,455 4,004 3,288 14,747 

        (+14%) 
 
…and finally, some additional key statistics: 追加の主要統計： 
 
 

 Number of harmonised European standards:                             1,940 in 2001 
2001 年、統一ヨーロッパ標準数：1,940 件 

(out of some 3,000 standards overall on the programme)（約 3,000 件の全標準プログラ

ムのうち） 
 国際標準数：17,400 件 
 ウィーン協定の適用によって作成された標準数：1,100 件 
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表 3 
 
 

 

規制か標準化か？ 
 

単純な標準へ戻る 
 

規制  強制的実施 
 

共同体指令、法令、命令 
 

標準化文書    任意的実施 
 

Approved standards 承認済み標準 
Experimental standards 試験的標準 

Agreements 合意書 
Good practice directories 適正実施例ディレクトリ 

Documentation booklets 文書冊子 
Implementation guides 実施ガイド 

Technical specifications 技術仕様書 
Technical opinions…技術的意見 
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表 4 
 

EC MARKING EC マーキング 
 
 
 

C 
 
 
 
 

 
 
 ヨーロッパ指令の基本的要件への適合 

 

 単一マーケット内での自由な製品流通へのパ

スポート 
 

 
目的 

  
マーケットの監視をし易くする 

 

 

 CE  
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表 5 
 

 
 

AFNOR の役割と標準化機関の役割をはっきりと区別する 
 AFNOR 

 フランスにおける標準化システム全体を管理する 
 新しい標準の必要性を確認し、 
 標準化作業を調整し、 
 標準化プログラムを確定し、 
 欧州と国際標準化機関内でのフランスを代表し、 
 合意に導き、 
 標準化協会のネットワーク作りの運営と調整を行う。 

 
 標準化事務局 

 
 AFNOR 理事会の意見に従って、公的機関によって承認され、 

 
 ひとつあるいはそれ以上の標準化委員会と専門家グループの作

業を体系化し、 
 

 年間プログラムの提案をし、 
 

 フランスの地位を整備し欧州と国際技術委員会へ知らせ、 
 

 標準案の準備をし、 
 

 専門家の動員を行う。 
 
 


