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講演の構成

EU MRA 原則の現状及び今後の発展

R&TTE 指令 適合性評価原則の現状及び
予期
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R&TTE指令の適用国

欧州連合加盟国（27ヶ国）

オーストリア ラトビア

ベルギー リトアニア

ブルガリア ルクセンブルグ

キプロス マルタ

チェコ オランダ

デンマーク ポーランド

エストニア ポルトガル

フィンランド ルーマニア

フランス スロバキア

ドイツ スロベニア

ギリシャ スペイン

ハンガリー スウェーデン

アイルランド イギリス

イタリア

欧州自由貿易連合加盟国
（4ヶ国）

アイスランド

リヒテンシュタイン

ノルウェー

スイス

候補国（3ヶ国）

クロアチア –R&TTE指令の適用を要請
中だが、未だECは 法文書を承認
していない。

マケドニア旧ユーゴスラビア
–未だR&TTE指令を適用する状況に

ない。

トルコ –R&TTE指令の適用を要請中。
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R&TTE指令の適用国 (2)

（周波数がその国で適用されるという条件
下において）既に多かれ少なかれ、更なる
技術評価を要することなしに、
ＣＥマークが付いているR&TTE 製品を受
け入れているような国

例：レバノン及びエジプト

こういった国は、現在拡大中！



6

相互承認協定 (MRA)

MRA は、ＥＵ共同体及び次のような第３国の
政府との間で締結されている。

 技術開発レベルにおいて同等性を有する国
及び

適合性評価に関するアプローチについて同等
性を有している国

関係国間において試験方法及び/又は規則が
同じであるという意味ではない!



7

MRA をEMC/LVD 又は R&TTEに
適用している関係国

オーストラリア
カナダ
日本

ニュージーランド
米国

スイス （特別に、この講演においてはＥＵ加盟国

として取り扱う）
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R&TTEへのMRAの適用

電気通信に関する相互承認協定：

以下の国との間で本格運用中。

日本 (CAB数：2)
米国 (CAB数：25)
カナダ (CAB数：1)

ニュージーランド(CAB数：0)

適用範囲:

R&TTE 指令1999/5/Eに定める
すべての製品
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EMCへのMRAの適用

EMC に関する相互承認協定:
以下の国との間で本格運用中。

米国 (CAB数：38)
カナダ (CAB数：0)

オーストラリア(CAB数：0) 
ニュージーランド（ CAB数：0)

適用範囲:
EMC指令2004/108/ECに定める
すべての製品

注：日本は、EMC指令の現行化に伴い、EMCに
関するMRAを終了。ゆえに、EMCのCABの
指定は日本で行われることはない。
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LVDへのMRAの適用

LVDに関する相互承認協定:

以下の国との間で本格運用中。

オーストラリア (CAB数：3)
カナダ (CAB数：3) 
日本 (CAB数：1)

ニュージーランド(CAB数：2)

適用範囲:
LVD指令2006/95/ECに定める

すべての製品
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R&TTE指令, EMC指令及びLVDに
かかるＮＢ/ＣＡＢ数（平成20年12月21日現在）

計 EU (+ MRA)
R&TTE 附属書 III    75
R&TTE 附属書 IV   75
R&TTE 附属書 V   27

EMC指令:        183
LVD 第8条+ 第9条:  151

詳細情報は、NANDO 及び EC 
企業のウェブサイト上で入手可能

MRA 国（スイスを除く。）

R&TTE 附属書 III    21
R&TTE 附属書 IV    21
R&TTE 附属書 V      3

EMC指令:     23
LVD:             9
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R&TTE指令, EMC指令及びLVDにか
かるNB/CABの現在の数

NANDO 及び、例えば米国が作成しているリストと
の間には、「合計数」に差異がある。

理由： NANDOは１ＮＢにつき１ヶ所、米国
はＮＢが保有する異なる事業所数すべて
を個別に計上しているため。
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日・ EU ＭＲＡのＣＡＢの概要

EU 日本
LVD: -

R&TTE指令: 6

日本 EU
LVD: 1

R&TTE指令: 2
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R&TTEのために、更なるEU MRAを
期待することができるか?

MRAに関する問題:

高次の政治レベルでの公式な契約

= 時間がかかり、かつ、高コスト

他分野（例：製薬品）とのコンビネーションでは、特定
の（政治的な）問題が生じる。

EU の政策: 第３国とのMRA締結はもう行わない。
締約国の双方にとって（ＭＲＡは）市場を開放する良い学
習プロセスだった。
締約国間において、 信頼が高まった!
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今、EUが従う政策とは?
 MRAではなく、ACAA （例：かつて、ＥＵ加盟国へ

の移行前に活用されていたもの –例えば、現在で
はクロアチアと措置中であり、またウクライナ等の他
の国にも適用）

欧州-地中海ＦＴＡの形成（2010年までの締結を目
指す）。このＦＴＡは、トルコにはもちろん、ＥＵ及び次
の９のパートナーに適用されるもの。
（アルジェリア、エジプト、イスラエル、ヨルダン、

レバノン、モロッコ、パレスチナ暫定自治政府、
シリア及びチュニジア）

ACAA = Agreement on Conformity Assessment 
and Acceptance of Industrial Goods

（工業製品の適合性評価並びに受容に関する協定）
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今、EU が従う政策とは? (2)

 新アプローチ指令及び関連する市場アクセスにおける

EU システムの促進及び

とりわけ、

さらなる市場開放; 
 より迅速な市場アクセス

 他国（例：日本）との無線機器に関する自己適合宣言制度の
活用についての議論。 議論は、ポジティブな反応をもたら
し、また、未だこの分野において厳しい政府規制をしている
国（例：中国）に対して影響を与える導きとなることもある。

政策: ベストプラクティスに従おう!
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欧州R&TTE指令の制度の最新状況

 新しい『R&TTED Quick Short Guide』は改訂中で、まもなく完
成する予定。6.4条の文脈において、周波数帯の統一化に関す
る 「新しい」 解釈の同意が多少遅れている。

 新『Full R&TTE Guide』はWebサイトでの掲載準備が整ってい
るが、その前に「TCAMの正式な受諾」が必要

（その後、Webサイト全体を「整理」する予定）

 2008年1月以降、統一されたWebベースのツールを使用して、
通知（6.4条）を行える（OSN – One stop notification（ワンスト
ップ通知））このシステムは、https：//webgate.ec.europa.eu/osnにある

注：イタリア、スペイン、ポーランド、ポルトガル、

ノルウェーは、現時点では未対応

https://webgate.ec.europa.eu/osn�
https://webgate.ec.europa.eu/osn�
https://webgate.ec.europa.eu/osn�
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R&TTE指令の技術的運用面に関する
最新の議論

サブクラス9（現在、GSMのみ）：

ネットワークの制御下でのみ送信を行う他のテクノロジーと、場合によっては、よ
り一般的な「位置認識」テクノロジーも対象とするため拡張

UWB：（EROのWebサイト上の）サブクラス57を見ると、UWBがクラス1である
ような印象を受ける。
決定2007/131/ECに従って運用開始（主に屋内使用）が制限されているので、
関連機器がクラス2となっており、クラス1ではない。
ただし、周波数帯域利用はEUで調和されているため、通知は不要。

航空交通管理：（ライセンスや許可が必要なため）航空交通管理機器はクラス2
であるが、通知は不要。

5GHz RLAN：TCAMが採用した帯域内における気象レーダーや軍用レーダー
の完全な保護に向けた詳細プラン
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2.4 GHz RLANの問題

状況：機器は、緩和技術の代わりにHS EN 300 328: 100mW（帯域側）の

順守を主張し、ワイヤレスネットワーク以外の用途について通知されて
いる（サブクラス22）。

疑問点：これらのデバイスは10mWで動作すべきなのか？

議論：EN 300 328 V1.7.1の範囲は不明瞭であるが、限定的ととれる。サ
ブクラス22に分類されるかどうかを大いに左右するMAC（およびテスト
要件）が十分に指定されていない。

HSを取り下げる十分な理由はないが、サブクラスの定義で要求されてい
ることを踏まえ、（HSを順守していたとしても）十分なMAC制御を実装
していない機器に対する 防衛措置をMSが取ることが推奨される。

MAC = Medium Access Control（媒体アクセス制御）
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R&TTE指令5.2/3条の背景

MSまたはEU委員会は、HSに適合しても、この規格が対象とする本質的な要件の順
守が保証されないと考える場合は、その件をTCAMに委ねる

委員会は、
HSの解釈についての指針や、規格の順守により適合が推定される条件を公

開できる

OJECに通告を掲載することで、HSを取り下げることができる（この厳しい措
置が取られたことはない！）

CABは、指針を十分に意識すべきである！



21

2.4 GHz RLANについての結論とアクション

結論
1. デバイスは、サブクラス22に分類され、EN 300 328 V1.7.1を順守するには、十分な共有

技術を実装する必要がある
2. EN 300 328の範囲は、これを順守するすべてのデバイスが適合の推定から恩恵を受け

ることができるように、一般化すべきである
3. 適合の推定を保証するためには、EN 300 328では不十分である。MACに関する項目が

曖昧すぎて、機器がサブクラス22内での動作に適していることを保証できない
4. サブクラス22の範囲がこれらのデバイスを除外していると解釈すべきではない

アクション：
ETSIは、EN 300 328の次のバージョンを作成し、以下の内容を含めるべきである
• 特にMACの要件をより具体的に指定することで干渉を緩和できる検証可能なメカニズム
• 輻輳時も周波数帯域利用者に等しいアクセスを保証する（結果として、すべての利用者に

対してサービスの低均化を実現）

CABは、HSを順守していないデバイスに関する意見を述べ
る場合、1で述べられているのと同じ目標が達成されている
ことを確認すべきである。
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CAB （又は製造業者）がガイドライン等の
変更を完全に知る方法とは?

ガイドラインは ECウェブサイトに掲載される。しかし、CABs は製

造業者に指示するためにそれよりも先に知る必要が
ある!

助 言
R&TTECA の会員になれば、
R&TTECAは、 ECウェブサイトに掲

載される前に、会員に関連情報を提
供します!
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R&TTE指令の技術的運用面に関する
最新の議論

402～405 MHz帯域のワイヤレス補聴器：
埋め込み型医療機器の場合のみ、クラス1のステータスがある。

しかしながら、ワイヤレス補聴器はクラス1ではない！
この帯域の他のデバイスに汎用SRD用HSを適用することが好ましくない場合
は、埋め込み型デバイスの帯域固有のHSを無視する。MSは、不適切な使用

に対して適切な強制行動を取る（NBは、この件について肯定的な
意見を出すべきではない）。

安全規格の見直し：CENELECは、業界が懸念を表明していたprEN 
62368:200X（EN60950に代わるものとして意図されていた）が通らず、IECレ
ベルで改訂されると報告
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いくつかの新しい情報

無線スペクトラム委員会：

EU域内で電子通信サービスを提供できる地上波放送システム用の3400～3800 MHz周波
数帯域のEU統一化に関する2008年5月21日の委員会決定

近距離デバイスが利用するための無線周波数帯域のEU統一化に関する決定2006/771/EC
を修正する2008年5月23日の2008/432/EC委員会決定

EU域内で電子通信サービスを提供できる地上波放送システム用の2500～2690MHz周波
数帯域のEU統一化に関する委員会決定の最終案（RSCが肯定的な意見を表明）。

国際状況：
OSHAは、SDoCアプローチに向けた米国NRTL手続きの発展について、EUとの協議開始に
合意。
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第１回 電磁界作用に関する市場調査 （オランダ）

Samsung C450, 
SAR に係る調査にて2.9 W/kg を検知（制限値 = 2 W/kg）。

生産誤りの模様。 結果：既にオランダ市場に出回っている14万もの
携帯電話を自主回収・交換!

この事例は、 RAPEX（week 3 nr. 46）にて掲載されており、
世界でも前例がないもの。

注: 当局が通知機関
「TüV Rheinland 
Niekerk」に委託
して試験（オランダ
内の施設における
SAR試験のみ）を

実施。

Samsung SGH-800, Sony 
J120i, Nokia 1650 en LG 

KF 700) < 基準
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RAPEX サイト

RAPEXは、食品や調剤及び医療用の装置を除く消費製品に関するＥＵ緊急警

告システム。同システムでは、消費者の健康及び安全に深刻な危害を引き起こ
す製品の販売又は 利用を防止又は制限する措置を行う主要な連絡窓口及び

委員会を介して加盟国間における迅速な情報交換を行うことが可能。同システ
ムでは、自国当局の命令による措置及び製造業者及び供給者が自主的に行っ
た措置の両方の情報を網羅。

毎週金曜に、委員会は自国当局が報告した危険な製品の週間概観（RAPEX 
notifications)を公表。この週間概観では製品に関するすべての情報、あらゆ
る危険及び報告国が行った措置が分かる。

Week 7   31 ケース （例：フランス、英国、米国, 日本, 中国, 台湾）

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
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R&TTE指令及びEMC指
令（及び LVD)に影響を与
え得る新たな法的枠組み

（NLF）がもたらす
今後の一般的な変更
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新たな法的枠組み(New Legislative Frame work) 
– NLF

経験から、必ずしもすべての加盟国で指令が同じように
適用されるわけではないことが判明している

競争のゆがみのリスク

不平等な処遇

適合マークへの信頼の欠如

導入と施行の一貫性の欠如

製造業者は、当初の意図であった、域内市
場へのフルアクセスの利益を受けられない
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新たな法的枠組み(New Legislative Frame work)
– NLF（2）

New Approachを近代化したNLFは、以下に示す目的の達成を
目指し、2008年6月23日に採択された

 製品の自由な流通を阻む、残りの障害を取り除く。

 EU加盟国間の商品取引を大きく後押しする。

 国内市場の外での事業への妨げがなくなる中小企業に特に利
益をもたらす。

 既存の工業製品市場監視システムを強化し、輸入管理との調
整を図る。

CEマークの役割と威信を強化する
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新たな法的枠組み(New Legislative Frame work)
– NLF（3）

一連の法案は、

年間約1兆5千ユーロの市場規模となる

多くの産業セクターにインパクトを与える

NLFが対象とする主な項目

• 市場の監視/認定
• CAB
• CEマークの役割と重要性
• 共通の定義と義務
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新たな法的枠組み(New Legislative Frame work)
– NLF（4） 詳細

- 第三国からの輸入品をはじめとする、安全でない製品から、
消費者や専門家を保護する市場監視に関するルールの改善。
健康または環境に有害な可能性があり、有害な場合は市場か
ら回収される製品に対する手続き

- 製品の適合評価自体とその質に対する信頼性の向上

 CABの通知（テスト、認証、および審査ラボ）の要件に関す
るルールの強化および明確化

 認定の利用の増加
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新たな法的枠組み(New Legislative Frame work)
– NLF（5）

- CEマークは、共同体集団取引マークとして保護される（悪用
する製造業者に法的な措置を取る追加手段を当局と競合他社
に提供）

- 将来の法律制定にて使用する法案集といった形の、製品に関

する法的枠組み。 これには以下のものが含まれる。

 市場監視とCEマークの適用を支える規定

 将来の法律をより一貫性があり、実施しやすいものにするシ
ンプルな共通の定義と手続き。
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R&TTE指令とEMC指令へのNLFの直接的な影響

影響は主に、一般的な適合評価問題の領域外にある。おそ
らく次のような結論になる。

R&TTEおよびEMC指令の政策は変更されないが、
R&TTEとEMC指令の運用を最適化するためにいく
つか修正が必要な可能性がある！
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R&TTE進捗レポートによる変更

EU委員会は、 R&TTE指令の運用について定期的にレポートを作成する。
最初のレポートは2004年に発行。

 EU理事会がいくつかの修正を検討するよう依頼

 EU委員会：指令変更手続きを正当とする理由が不十分：

 一部の目的は他の手段で達成可能（例：EU統一適用を保証するための
TCAM内の非公式な解釈）。

理事会およびEPでの議論の後はじめて、修正提案を行うべきか
どうかが正式に決定される。しかし・・・

2回目のレポート（2008年）も修正につながる可能性が高い。
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進捗レポートによる変更（2）

しかし、

 改訂についてはしばらく議論されてきた。

 潜在的な改訂ポイントは分かっている。

欧州議会や欧州理事会の反応を待たずに、プロセスの最初の段
階で影響評価（IA）活動を予想できる。

影響評価活動の一部はすでに始まっており、かなりの
リソースが必要となるポイ ントについては、 （枠組み契

約の下）他にも影響評価活動が必要になることが予想
される。
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影響評価調査の例

「指令1999/5/ECに導入される可能性が

ある無線機器販売のための必須登録の
選択肢に関する影響評価」
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進捗レポートによる変更（3）

施行
1. より効果的な協力の必要性

2. 法的強制力、国の諸機関への情報提供

3. EU市場の製品入手のための短い決定経路

4. 効果的な通信ツール

技術革新
1. 市場への代替ルートの見直し、CABを含む最新システム

2. 画期的な製品に対する意思決定のスピード

3. 国の諸機関に対する可視性と防衛手段

R&TTEの2回目の見直しがR&TTE指令の修正につながる場合は、
NLF自体の指令単位での見直しのスケジュールではなく、
その時点ですべてのNLF規定を反映させる必要がある
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進捗レポートによる変更（4）

制度
「システム」全体（TCAM、RSCOM、ECC、ETSI、RSPG…）の一貫性、作

業の能率化、法務ツール間のリンク、各種許可

個別問題
ソフトウェア無線

グローバル化、第三国との協力、共通の要件

周波数帯域および機器の規制間の要件

コミトロジーの改善
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コミトロジーとは

EU委員会にはEU法を実施するという仕事があり、「コミトロジー」と
呼ばれるプロセスで各委員会の支援を受ける。

R&TTE指令の場合、 EU委員会が統括し、MSの代表者で構成さ
れるディスカッションフォーラムであるTCAMがこれにあたる。

EU委員会は、実施前に提案についてMSと議論し、国内の状況に
最適な形に法案を適応させることができる。この関係モデルは
、欧州議会が監視を行い、必要な場合は提案されている法案
に反対できる「コミトロジー決定」に基づいている。
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変更のタイミング

2008年12月 必要な部分についてIA調査を開始

2009年第1四半期
外部のIA調査

進捗レポートに関する理事会とEPの議論

2009年第2四半期
IA評価および改訂原則に関する決定

法案を提案することが決まった場合

新しい委員会提案（2009年第4四半期）

見直した指令に関する理事会とEPへの提案

2010年第1四半期
EPと理事会の議論の開始
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EU CABの懸念事項

日本の規則の英訳には、まだいくつか懸念がある。

R&TTECA アンケートでは、次のようなことが判明:

日本の基準の最新の英語版を入手することについての問題

大抵は２～３版古いもののように思われる。大抵の文書は、日付又は版番号が記
載宇されていない。ゆえに、翻訳された英語版と日本語版との間における比較が
ほぼ不可能。

次の理由により、読解が困難: 
 翻訳された英語がそれほど上手く記載されていないため。

 他の法令及び手続等を引用しており、当該法令等は必ずしも英訳されていないた
め。

従って、以下のことが実現すれば顕著な改善である: 
1) 翻訳された基準の言語学的な品質の向上がなされること; 
2) 英語版が現行化されること;
3) 適当な周波数帯、認証プロセス、ラベル貼付要件等の一般的な概要が分かる

ように措置されること
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EU CABの懸念事項（2） 背景

数週間前から、認証告示１件の新しい英語版が利用可能となっている。他のすべての関連する法
令及び告示の英語版は、未だ大抵は何年も前から非現行のものとなっている。何故、総務
省は自らのウェブサイト上にそのような非現行な文書を掲載しておけるのかと疑問。多くの
顧客は、その非現行の文書を参照し、機器を開発している。彼等は日本の規則が改定され
ていることを全く知らず、認証プロセスの間にＣＡＢが彼等に規則が改訂されていることを知
らせると驚く。

総務省ウェブサイトの英語ページは、公表されたすべての日本語による総務省ニュースを部分的
に掲載しており、全情報は日本語ページだけにしか掲載されていない。英訳されている他の
ほとんどすべての規則においても、この状況は同じ。

当然、総務省は英語で法令を提供する責任はないが、ＭＲＡにおいては外国ＣＡＢに適当な仕事を
させるために十分な情報を提供することは必需。また、製造業者も現行文書へアクセスする
必要がある。彼等は、いつも総務省ウェブサイト上にある英語文書を探し、３年前の規則を
発見できればそれが非現行のものであることも知らずに幸いだと感じている。もし、皆が各
々、文書を翻訳し、その文書に日付や版番号が記載されず、また、誰もその翻訳がどの文
書を基になされているものかわからないとなると、それはまた混乱を引き起こす。



43

興味深い展開

ヨーロッパ市場監視システム – ICSMS
http：//www.icsms.org
技術製品の汎ヨーロッパ市場監視のための、インターネットによ

ってサポートされた情報および通信システム。

最新のEUキャンペーン：
2.5 GHz無線機器、レポートは6月に準備し、2009年末に提供

EMC電気ツール。レポートは2009年後半に提供

http://www.icsms.org/�
http://www.icsms.org/�
http://www.icsms.org/�


44

講演終了

ご質問は ??

ご静聴ありがとうございました。
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