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エグゼクティブサマリ
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【エグゼクティブサマリ：総括】（1/2）

 標準・規格（Standard）は、規制やガイドライン（Regulation）とも紐づけられながら、国内外市場における企業の事業環境や競争力に大き
な影響を与えている。特に昨今は、欧米を中心に、新技術・サービス分野における国際標準化も活発化しており、技術開発等の早期段階
からルールを形成し、自らに有利な事業環境を形成しようという動きがみられる。日本政府・企業にとっても、こうした動きを把握するインテ
リジェンス機能を高め、必要な対策を講じていくことが、これまで以上に重要となっている。

 上記状況を踏まえ本事業は、我が国政府・企業による標準化戦略の立案や国際標準の開発・普及に資する最新の国際的な標準化・規制
動向をいち早く収集、関係者へ発信することを目的とし、2019年4月から2020年3月までの約12か月に亘り実施された。具体的な調査事項
は下記の通りである。

1．横断的テーマ：欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力
 米国、欧州がアジア・中東に対し、規格の共同開発や普及、認証を通じた事業拡大等の目的で実施する標準化・規制等に係る協力
案件（一部多国間協力を含む）動向を把握・分析

2．テーマ別動向把握・分析
 下記①～⑦の7分野に係る最新の情報について把握・分析すると共に、複数分野に関連する情報を共通テーマ⑧として整理
①ファイナンス（サステナブル・クライメイト・グリーン・TCFD等）
②ヘルスケア（先端技術等を活用した医療・介護、スマート家電やウェアラブル機器等）
③スマートマニュファクチャリング（ロボット、Industrie4.0等）
④モビリティ（自動運転、電動車、ドローン等）
⑤資源循環（サーキュラーエコノミー）
⑥エネルギーマネジメント（水素・蓄電池・IoT、AI等を活用したエネマネ）
⑦電子商取引（Eコマース）
⑧共通（AI、サイバーセキュリティ等複数分野に関連する内容）
（注：4月～5月次レポートについては①～⑥を対象とし、6月次レポートより⑧を追加、8月次レポートより⑦を追加）

 動向把握・分析にあたっては、欧州、米国、中国、ASEAN5か国（インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア）を対象とし、
各国・地域標準化機関、標準化関連団体での規格策定等の標準化活動の他、標準化との関連性がある、或いは今後関連性が示唆
される関連規制動向についても情報収集・分析を実施

※「1．欧州標準化機関によるアジア・中東への二国間協力」については四半期報（全3回）、「2．テーマ別動向把握・分析」については
月次レポート（全11回：4月～2月次まで）として、ニュースクリップ形式及び特筆すべき事項についてはピックアップにて情報の収集・
取り纏めを実施

※なお、月次レポートに基づき、特に動きのあったトピックについては、当報告書中「テーマ別動向把握・分析」に記載の通り、四半期報
においても報告を実施
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【エグゼクティブサマリ：総括】（2/2）

 全体として、国数が多く且つEU全体としての情報発信もなされていることから、欧州地域での標準化活動に係る情報量は多い傾向にある。
特に、ヘルスケア分野における 「欧州医療機器規則（MDR）」/「体外診断用医療機器規制（IVDR）」適用に向けた関連規格・認証動向や、
資源循環分野におけるサーキュラーエコノミー関連政策の推進・規格策定等に係る情報は、年間を通じて頻繁に発信されていた。
特に資源循環は、昨年のG20大阪サミットで「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を発出する等、今後日本から国際社会へのビジョン共有も
期待されることから、欧州勢とも協調した標準化活動を行っていくべき分野と考えられる。

 米国に関しては、年間を通じモビリティ分野におけるドローンに係る標準化活動（標準化団体による規格策定、関連法案の検討を含む）の
情報は目立つ一方、資源循環分野やファイナンス分野では国際社会において基準づくりを主導するような大きな動きはなく、発信量も少な
い傾向にあった。

 中国に関しては、特にスマートマニュファクチャリング分野において国家政策に基づいた国家規格の策定や他国との標準化協力に関する
情報が目立った。また、モビリティ分野において全国自動車標準化技術委員会等による頻繁な会議開催・規格策定の情報が多かった。
中国は新規提案などの国際標準化活動も活発化する一方で、政策に基づく国内での独自規格策定も盛んであり、今後も動向の注視が必
要である。

 ASEANに関しては、国により差があるものの、ファイナンス分野における国際潮流への対応や各国独自の関連政策、資源循環分野におけ
る廃棄物管理に係るルール策定動向は比較的発信が多い傾向にあり、今後は政策や規制と紐づいた標準化活動も進んでいくものと想定
される。
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テーマ別分野における標準化動向（2019年4月～2020年2月抜粋）

【エグゼクティブサマリ：テーマ別動向把握・分析】本年度事業期間中に各分野において
特に動きのあった標準化及び関連する規制等の動向についてご紹介（1/2）

テーマ別動向把握・分析

ファイナンス

ヘルスケア

スマートマニュ
ファクチャリング

モビリティ

2

3

4

テーマ

1 

動向ハイライト

 【EU】 欧州委員会（EC）にて専門家グループ（Technical Expert Group on Sustainable Finance: 
TEG）が設置され、EUグリーンボンド発行基準（GBS）、ESG公表に係るベンチマーク、タクソノ
ミー等の検討を推進。2019年に関連レポートを発行し、現在は関連法案も検討中

 【ASEAN】 ASEANグリーンボンド基準（AGBS）に準拠したグリーンスクークの発行等、グリーン
ファインナンス推進に向けた取り組みが加速

 【国際】Facebookが暗号通貨実現に向けリブラ財団発足等の準備を進める中、中国・欧州・
イスラム圏では夫々当動向を意識した独自の暗号通貨の検討や準備を呼びかけ

 【EU】 医療機器技術・環境、国際的薬事規制等の変化に対応するため、欧州医療機器規則
（MDR）、体外診断用医療機器規則（IVDR）が公布され、関連標準化・認証活動が活発化
 適用に向け、事業者や認証情報登録・管理のための医療機器データベース（EUDAMED）の
準備や通知機関の指定等、認証制度の整備が進行

 MDR/IVDR関連規格の改訂又は新規作成を要求する通知も発行され、現在関連規格の
見直し等も実施。整合規格の動向や認証業務の変更の可能性等に今後注視が必要

 【中国】 IoTを中核技術に据えた「中国製造2025」等の国家戦略構想、それに基づくスマート製造
標準化推進を掲げており、関連標準化活動を展開。国内では、グリーンファクトリー推進やIoT/

インテリジェントマニュファクチャリング分野に係る政策文書を相次ぎ発表し、国外では、ドイツと
当分野での会合・意見交換を行う等の標準化活動を加速

 【米国・ドイツ】 両国は、付加製造（AD）技術の国際標準化・規格普及を企図し、覚書を締結する等、
協力関係を強化している傾向

 【EU】 電気自動車・コネクテッドカーの普及に向け、充電インフラ拡充に向けた目標提示や電力
供給電源に係る共通識別子（ラベリング）基準策定、Wi-Fiベースに代わる5G活用の議論が展開

 【米国】 ドローン分野における標準化を主導すべく、国際標準化機関にて幹事を務める他、国内にて
横断的WG（UASSC）を設置し、「標準化ロードマップVer2.0」発行に向け現Verで網羅されない
分野の標準化特定を目指した専門家会合を開催。また、リモートIDによるドローン追跡のための規
格策定や関連法案の提出等、ドローン実装に向けた動きも加速
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テーマ別分野における標準化動向（2019年4月～2020年2月抜粋）

【エグゼクティブサマリ：テーマ別動向把握・分析】本年度事業期間中に各分野において
特に動きのあった標準化及び関連する規制等の動向についてご紹介（2/2）

資源循環

ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

電子商取引
（Eコマース）

5

6

7

テーマ

共通8

動向ハイライト

 【EU】 EU Plastic Strategy等に基づき、廃プラ抑制に向け指令発出やマンデートに基づく整合規格検
討が進行。更にグリーンディール政策を打ち出し、循環型経済への対応を加速しており、特に仏は、
反廃棄物および循環経済法を採択し修理可能性スコアを導入する等、取り組み先行の傾向あり

 【国際】 ASEAN首脳会議、G20エネルギー・官僚閣僚会合等において海洋廃プラがホットトピックに
 【ASEAN】 中国での廃棄物輸入の停止（2018年）に伴う廃棄物流入の影響を受け、廃プラ利用を
はじめ廃棄物取扱いや廃棄物輸入に関する規制の導入・強化が進行

 【欧米諸国】再生エネルギー活用に向けた技術や規格の整備が進行し、国内での継続推進の他、
途上国へ支援も実施。ドイツでは国家として脱石炭を掲げ、再エネ供給比率目標の達成に向けた
スマートエネルギー関連標準化委員会を設置した他、チュニジアとの交流等も実施。
 特に米国では、米国政府・認証機関が途上国に対し実施するクリーンエネルギー技術開発・評価
プログラム等を通じ、関連する標準化活動も展開

 【アジア各国】バッテリー生産拠点として関連認証推進に向けた欧州標準化機関との連携等を推進

 【中国】 EC市場が急速拡大する中、当局がEコマース品質・監視基準の策定や大手企業へ指導を
行う等国内市場整備に注力する他、幹事を務めるISO/TC321総会を開催する等国内外で標準化
活動を推進

 【EU】 EU一般データ保護規則（GDPR）発行後に個人情報保護やプライバシー尊重が一層重視さ
れる中、デジタル広告における個人データ利用やトラッキング技術に係る基準策定が民間主導で
検討された他、欧州e-Privacy規則策定に向けた議論が再燃

 【EU】 AI倫理面に係るルール整備を主導すべく、「人間中心」のアプローチで「信頼できるAI」を
目指す「人工知能（AI）の倫理指針」を公表。当指針運用の為のパイロット事業が完了しており、
今後ガイドライン修正が行われる他、将来当内容がEU関連法制定の際の土台となる可能性あり

 【米国】大統領令によるAI開発への予算の重点配分、国際ルール策定も視野に入れた米国立
標準技術研究所（NIST）による技術標準化計画の公表等取り組みが進行

 【EU】 EUサイバーセキュリティ法の施行（2019年6月）をはじめ、アジア地域においても当分野
関連法の整備が進行

テーマ別動向把握・分析
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欧米標準化機関による二国間・多国間協力動向（2019年4月～2020年2月抜粋）

【エグゼクティブサマリ：二国間/多国間協力】本年度事業期間中に推進された欧米
標準化機関によるアジア・中東との協力内容についてご紹介（1/2）

カテゴリ

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力

動向ハイライト

欧州
×

アジア・中東1

 【欧州標準化機関によるインドとの協力関係構築】欧州標準化機関は、欧州企業のインド市場参入等を企図し、プログラム設置や
MoU締結等を推進
 欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）、欧州電気通信標準化機構（ETSI）は、欧州企業のインド
市場参入、インド標準化支援双方を目的とし「Seconded European Standardization Expert （SESEI）」プログラムを推進。
2019年には、CEN及びCENELECが、SESEI第4フェーズへの専門家募集等を実施した他、ETSIが、インド携帯事業者協会
（COAI）とICT分野における協力に係るMoUを締結（5月）。またCEN・CENELECがインド標準局（BIS）と貿易円滑化と国際標
準化のための協力に関するワークショップを開催（2019年11月）

 ETSI、欧州統計局（Eurostat）は、インドのICT・通信関連機関等とICT標準の策定・仕様拡大等を目的とした「India-EU 

Cooperation on ICT-Related Standardisation, Policy and Legislation」を設置（2015年）。その一環として、IIITハイデラバー
ドにてスマートシティ向けIoTに関するセンターオブエクセレンス（CoE）の創設（2019年6月）や、Telecommunication 

Standards Development Society, India（TSDSI）、インド工科大学デリー校と共に、5G等ネットワークの機械学習と標準化の
役割に関するワークショップを開催（2019年11月）

 【ドイツによる中国との協力関係構築】 ドイツ及び中国の関係政府機関・標準化機関は、IT分野等における基準認証政策におい
て協力を強化するためのイベント・会議開催や協定の締結を推進
 中国品質監督管理総局、独経済技術部による共同声明により中独標準化協力委員会を設置（2011年）以来、毎年標準化機関、
政府機関、産業界関係者らが先端技術分野をトピックとした委員会や関連イベントを開催しており、2019年には、ITセキュリ
ティ、AI、ビッグデータ分野等における標準化ワークショップを開催（5月）。
また、当委員会による中独間関係を活かし、独VDE、DKE、中SAC主体のエレクトロモビリティ、デジタルツイン、産業用アプリ
ケーションにおけるAI及びITセキュリティ分野における協力強化に向けた協議（7月）の他、VDE／DKEの主導で、中国の国際
標準化活動への参画加速を企図した中国事務所の設立（11月）が実現。
※トレーニングを提供し中国を国際標準化活動に積極的に関与させることで、中国独自の標準化体系構築を防止する意図有

 その他、独連邦経済エネルギー省（BMWi）が、中国工業情報化部と第3回スマートマニュファクチャリング及び生産プロセスに
おける中独協力に関する副大臣会合を開催（2019年11月）、中国国家市場管理局（SAMR）と1979年に標準化推進を目的に
締結した「中独測定技術協力協定」を更新し、中独調整セミナーを共同開催する等、一層関係を強化

 【英国によるシンガポールとの協力関係構築】当2か国間での、金融サービスや電子政府、IoT分野での標準化協力が進展
 グリーンファイナンス分野での世界的リーダーを目指す英国と、当分野でのASEANのハブを目指すシンガポール間において、
星金融管理局（MAS）・ロンドン市間の重要分野に係るMoUをはじめ3件のMoUを締結（2019年6月）

 金融分野の他、英Government Digital Service（GDS）と星GovTech Agency間で、ソフトウェアへのオープンスタンダード適用
等の相互協力に向けた電子政府サービス設計・実施に関するMoUを締結（2019年6月）。製造業分野では、戦略的パートナー
シップを締結（2019年1月）し、その一環としてIoT分野での協力促進に向けた共同声明を発表（2019年10月）
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欧米標準化機関による二国間・多国間協力動向（2019年4月～2020年2月抜粋）

【エグゼクティブサマリ：二国間/多国間協力】本年度事業期間中に推進された欧米
標準化機関によるアジア・中東との協力内容についてご紹介（2/2）

カテゴリ

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力

動向ハイライト

米国
×

アジア・中東2

 【米国による中国との協力関係構築】米ANSIや認証機関と中国間において、MoU締結や協議開催等を活発に実施
 米ANSIは、中国との標準化分野における協力体制構築のため「ANSI China Program」を設置。2019年にはその一環として

ANSIは中国標準化研究院（CNIS）を訪問し、規格及び適合性評価における将来的な協力について合意（8月）した他、エネル
ギーマネジメントやグリーン製品評価等、2020年の標準化協力における優先事項・作業計画の協議（12月）を実施

 また、米ANSIと中国自動車技術センター（CATARC）内部組織間において、電気自動車・インテリジェントコネクテッドビークル
（ICV）等モビリティ分野標準化における協力に関するMoUを締結（2019年12月）

 米ANSIの他、ULは、中国研究機関（FJSEI）との間で、特殊ロボットの安全性に係る共同調査や規格開発を企図したMoU締
結（2019年6月）や、 EV用電池・充電システムの大規模試験機関の中国での設置、当分野の試験・アドバイザリサービス提供
を発表（2019年9月）する等、先端分野の規格策定や普及に向けた中国との関係を強化

 【米国によるインドとの協力関係構築】米・インド間の標準化分野における協力枠組みを活用し、連携体制を強化
 規格策定、適合性評価、技術規制分野での米国－インド間の官民連携促進を目的とし、米国貿易開発局（USTDA）支援、
インド工業連盟（CII）と米国規格協会（ANSI）主導の下で、プログラム「U.S. - India Standards and Conformance 

Cooperation Program （SCCP）」を設置
 当プログラムフェーズIIの一環で、インド標準局（BIS）と共催でデータセンター、グリーンビルディング、スマートシティに係る
ワークショップを開催し、当分野の規格調査や認証制度等について討議を実施（2019年7月）。また、 ANSI、CII、BIS共同で
スマートシティに係るカンファレンスを開催し、5G活用に向けた標準化検討を行った他、米・印関連機関間でのMoU締結を
支援（2019年9月）

その他：
国際機関等/

多国間協力
3

 【国際機関による基準策定】国際連合は中国と開発分野での基準策定等に向けた複数件の協力関係構築を実現
 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）は、地域機関としてCenter for Sustainable Agricultural Mechanization

（CSAM）を中国に設立しており、2019年4月には持続可能な農業浸透に向けたガイドライン整備に関する3件のMoUを締結
 国際連合工業開発機関（UNIDO）は、中国水利部・商務部と共に小規模水力発電国際センター（ICSHP）を設立し、途上国へ
水力発電の普及活動を推進しており、一層の普及に向け、水利部及び中国国家標準化管理委員会（SAC）とのMoUを締結
（2019年4月）

 更に国際連合欧州経済委員会（UNECE）は、中国SAC・中国標準化研究院（CNIS）と共に、標準化及び貿易円滑化推進のた
めの会談・国際フォーラムの開催を実施（2019年11月）

 【モビリティ分野での多国間協力】SAE、ドイツ、オーストリア、中国が自動運転の実現（高度運転自動化：レベル4、完全運転自動
化：レベル5）に向け、モビリティテスト整備及び標準化のための国際アライアンス（IAMTS）を設置

 【ファイナンス分野での多国間協力】欧州委員会は、域外他6ヵ国と共にグリーン投資に係るルール調和によりサステナブルファイ
ナンスへの民間資本活性化を企図したプラットフォーム「International Platform on Sustainable Finance （IPSF）」を設立
（2019年10月）
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テーマ別動向把握・分析

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力

月次レポート詳細

10

※ 月次レポートにおいて、特に動きのあったテーマについて選定し、四半期報にて記載。その内容を中心に最終報告書として記載
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テーマ別動向把握・分析

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

11
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EUにおけるサステナブルファイナンスに係る標準化活動動向

EUでは、TEG (Technical Expert Group)がEU GBS (Green Bond Standard)策定に向け
中間報告へのフィードバックを募集（2019年3月～4月）

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

※1 国際的目標には、パリ協定やUN持続可能な開発のための2030アジェンダを含む
※ 2 EU GBSは、国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則（GBP）等の業界基準を参照し、ベストプラクティスをまとめた任意基準として検討が進められており、「EUグリーンボンド」発行者は遵守の必要あり

EUにおけるグリーンボンド標準化に向けた歩み

EU

政策動向

域内規格
策定動向

欧州委員会（EC）は、国際的目標※1とアラインしたEUファイナンス戦略策定のため、「Action Plan: 

Financing Sustainable Growth」を採択（2018年3月）

 持続的で包括的な成長達成のための資本フローの方向転換、気候変動等から生じる金融リスクの管理、金融・経済活動に
おける透明性促進、の3つを主目的として提示

G
re

e
n

B
o
n
d

S
ta

n
d

a
rd

の
策
定

ECがTechnical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)を設置、検討を開始（2018年7月～）

 TEGは環境面で持続可能な経済活動決定のための分類手法やEUグリーンボンド基準の策定を支援

 ①EU Taxonomy、②EU Green Bond Standard（※以下詳述）、③Benchmarks、④Disclosuresの4分野につき検討

主
導

機
関

TEGによるEUグリーンボンド発行に際しての基準となるGreen Bond 

Standard（GBS）の検討開始（2018年7月～）※2

 個人専門家、アカデミア、企業、金融セクター、国際公共機関等が公式会議や
サブグループ会議に参画

中間報告（Interim Report）へのフィードバック受付（2019年3月～4月）

フィードバックを踏まえたECへの最終提案の提示
（～2019年6月迄、*延長の場合2019年末予定）
 ECへフィードバックを踏まえた最終提案を提示予定

ステークホルダへのコンサルテーション実施（2018年10月～2019年1月）
 グリーンボンド発行者や投資家、関連分野専門家へのコンサルテーションを実施

次頁詳述

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-a
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【構成】
1．はじめに
2．EU Green Bond Standard（GBS）の理論的
根拠と基礎

3．EU GBSとその実施の提案
4．EU GBSの外部検証者（Verifier）の認定制度
5．EUグリーン債券市場を支援する潜在的インセンティブ
6．グリーンローン市場とEU GBSの相乗効果
附属書1 EU GBSのドラフトモデル
附属書2 任意の認定スキーム
附属書3 TEG WGメンバー

Green Bonds に係る国際規格
（ISO 14030）や国際資本市場
協会（ICMA）が制定するグリー
ンボンド原則を考慮。
概ねアラインした内容を想定

13

EUにおけるサステナブルファイナンスに係る標準化動向：
Interim Reportへのフィードバック

（参考）Interim Reportのフィードバックでは、回答者の80％がEU Green Bond

Standard策定を支持

Interim Report及びフィードバック結果

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

多様なステークホルダよりフィードバックを受領
（2019年4月7日締切）

 2か国より104件のフィードバック、600以上のオープン
コメントを受領

 80%以上の回答者が自主的なEU Green Bond 

Standardを策定することを支持

39.0%

15.0%
18.0%

28.0%

回答者の内訳

Others (NGOs, etc)

Issuers

Verifiers

Investors

Interim Report概要

本フィードバックを踏まえ、報告書を作成・発行
（2019年6月） 次頁詳述

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-a
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EUにおけるサステナブルファイナンスに係るルール動向：
Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)によるTaxonomyの発行等（2019年6月～）

TEGはフィードバックを踏まえEU Green Bond Standardレポートを発出した
他、EU Taxonomy、ベンチマークに係るレポートも意見聴取のため発出（2019年6月）

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

EU Green Bond Standard Reportの発行（2019年6月） EU Taxonomy Technical Reportの発行（2019年6月）

フレームワークや報告フォーマット
等も具体に規定

【EUグリーンボンドの主要構成要素（4要素）】
① EU Taxonomy（分類法）との整合
② グリーンボンドフレームワークの発行

（発行者の戦略と環境目標との合致を説明）
③ 収益配分、環境影響に関する義務的な報告
④ フレームワーク・配分に係る報告に対する外部レビュー、承認

【目的及びスコープ】
• グリーンボンド市場の有効性、透明性、
両立性及び信頼性を向上させ、市場
関係者にEUグリーンボンドの発行及び
投資を奨励するため、ECが自主的且つ
非立法なEUグリーンボンド基準を作成

【EUグリーンボンドの定義】
• EUグリーンボンド基準に準拠した、欧州
又は国際発行者により発行された上場・
非上場の債券・市場債務証券を含む

【目的及びスコープ】
• EU分類法の根拠となるべき内容を規定

 農林業、製造、エネルギー、運輸、ICT、
上下水道等分野にて気候変動緩和に貢献
しうる67の活動のための技術的なスクリー
ニング基準

 気候変動への適応、実質的な貢献を評価
するための方法論と実例

 分類法の使用を意図する投資家のための
ガイダンスとケーススタディ 等

フィードバックを受付（2019年9月13日迄）
分析結果をECへ提示（2019年秋予定）

【目的及びスコープ】
• ベンチマーク・インデックス案として、気候
変動分野におけるベンチマーク（2種）、
全投資分野に共通するESG情報開示の
最小技術基準項目を提案

フィードバックを受付（6月18日より6週間）
フィードバック結果を受け、最終報告書を
発行（2019年9月末予定）
最終レポートに基づき、欧州委員会にて委任法令を検討予定

Interim Report on Climate Benchmarks and 

Benchmarks’ ESG Disclosuresの発行（2019年6月）

次頁詳述

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-a
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EUにおけるサステナブルファイナンスに係るルール動向：
Taxonomy関連規則案への合意

欧州議会及び欧州理事会は、経済活動の持続可能性に関する分類システム
（EUタクソノミー）の基準を定めた規則案について合意

• タクソノミーを評価する際に考慮すべき環境目標
① 気候変動緩和
② 気候変動適応
③ 水・海洋資源の持続可能な利用と保護
④ 循環型経済への移行
⑤ 汚染予防と管理
⑥ 生物多様性と生態系の保護と回復

• タクソノミーへの適合要件
① 上記6つの環境目的のうち1つ以上に実施的に貢献
② 他の環境目的に著しい悪影響を与えない
③ 強固で科学的根拠に基づく技術スクリーニング基準を順守
④ 最低限の社会及びガバナンス上のセーフガードを順守

 COM(2018) 353 - Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on the 
Establishment of a Framework to Facilitate 
Sustainable Investment

•欧州委員会がタクソノミー法案を公表

•欧州議会及び欧州理事会法案を採択
•サスティナブル金融に関する技術専門グ
ループ(TEG)解散

2019年12月

2018年5月

• Platform on Sustainable 

Finance(PSF)がTEGの作業を引き継ぎ
 数か月以内にタクソノミー記載項目案等
に関する最終報告書公表を企図

2020年1月

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

2020年12月•欧州委員会が、気候に関する2つの環境
目標（例：「①気候変動の緩和」「②気候変動

適応」）について、委任細則を公表
 タクソノミーに記載される具体的な経済活
動、重要概念の定義、閾値等詳細を規定

2021年12月•欧州委員会が上記2つの環境目標を
施行。続いてその他後続の4つの目標に
ついても委任細則を公表

• タクソノミーの基準を再検討すべく、初回
のスクリーニング基準を確認
(その後、3年に1度同内容を実施)

2022年12月•欧州委員会が4つの環境目標を施行

策
定

組
織

目
的

規
定
事
項

（主
要
事
項
抜
粋
）

法
案

名
称

 サスティナブル金融に関する技術専門グループ(TEG)
(2020年1月以降はPlatform on Sustainable Finance(PSF))

施
行
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 パリ協定の実施及び2050年までの気候中立の達成
 EU横断的に持続可能な経済活動の定義、分類による
グリーン投資の推進

環境目標について、
①・②、③～⑥の

2段階に分け施行予定

環境的に持続可能な経済活動が「環境的に持続可能である」
とみなされるための一般的な枠組みを規定

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-a
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EU・国際社会におけるサステナブルファイナンスに係るルール動向：
プラットフォーム設立

欧州委員会（EC）主導により、域外他6ヵ国と共にサステナブルファイナンスへの
民間資本の活用を目的としたプラットフォームが設立

International Platform on Sustainable Finance (IPSF)名称

設立目的

 メンバー：欧州、中国、インド、アルゼンチン、チリ、カナダ、ケニア、モロッコの関係当局
 オブザーバー：7機関

(気候行動財務大臣連合、欧州復興開発銀行、欧州投資銀行、経済協力開発機構、連環境計画-金融イニシアチブ、
証券監督者国際機構、気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)

参画者

 パリ協定と国連2030アジェンダの持続可能な開発目標（SDGs）の達成
 特に、パリ協定第2条1C（資金の流れを温室効果ガスの低排出型で且つ気候に対して強靭な発展に向けた方針に適合させること）、
及びSDGs Goal17（パートナーシップで目標を達成しよう）に言及

 世界中の持続可能な投資又は「グリーン」投資に関するルールを調和し、民間資本の流入を拡大

活動体制
 制度化された機関は設立しない代わりに「非公式且つ包括的な場」として運用予定
 今後運営委員会、ワーキンググループ、事務局を設立する可能性有

活動内容

 交流を促進するためのフォーラムとして機能し、国及び地域のコンテキストの違いを尊重しながら、環境面から持続可能な
金融へのイニシアチブ及びアプローチに関する取り組みを調整
 特にタクソノミー、開示、基準、ラベルの分野における環境的に持続可能なイニシアチブに焦点

 グローバルレベルにおける環境面から持続可能な投資機会を民間投資家に対し特定

【活動目標】
1. 持続可能な金融のベストプラクティス情報の交換と普及
2. 持続可能な金融の国際的な拡大に向けた障壁と機会の特定
3. 持続可能な金融問題に関する国際的な協力の調整及び強化

低炭素経済への移行に公的資金は
不可欠だが、それのみでは不十分であり

民間資本も活用する必要がある

欧州委員会 Valdis Dombrovskis

副大統領

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-a
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WG名

域内規格
策定動向

NA 172-00-15 AA

「持続可能でグリーンな資金調達及び
投資に関する技術委員会」
（Nachhaltige und Grüne Finanzierung und Investitionen）
 NAGUS規格委員会内に設置（2019年5月）

 持続可能な資金調達、環境にやさしい金融商品、
資産の環境パフォーマンス、気候変動に関連する
投資に焦点を当て作業を実施

 ISO/TC 207 Environmental management、
ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance 

evaluation等に対応

ISO/TC322 Sustainable Financeへの対応も想定

17

ドイツにおけるサステナブルファイナンスに係る標準化活動動向

（参考）ドイツDINは環境保護の原則に関するDIN規格委員会（NAGUS）※1内に、
持続可能で環境にやさしい資金調達と投資に関する新WGを設置（5月）

既存WG

WG名

域内規格
策定動向

NA 172-00-13 AA

「気候変動の影響に適応するための
技術委員会」
（Anpassung an die Folgen des Klimawandels）
 NAGUS規格委員会内に設置（2016年2月）

新WG

 気候変動への適用・問題対処のため、気候変動
関連トピックを体系的に取り扱い、脆弱性の分析
や評価、対応計画、対応策の監視・評価等を実施

出所：ISO、DIN関連HP、公開情報に基づきDTC作成

※1 NAGUS：DIN-Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzesの略。国家、欧州及び国際レベルでの環境保護分野における学際的な標準化のための作業機関であり、環境マネジメント、環境性能評
価、環境コミュニケーション、温室効果ガス管理、エネルギー効率／エネルギー管理、自治体における持続可能な開発等に係る標準化を担当

当
分
野
の
重
要
性
の
高
ま
り
や
関
連
す
る
国
際
標
準
化
活
動

の
増
加
を
受
け
、
新

W
G
設
置
を
検
討

 ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas 

management and related activitiesに対応

規格番号 規格名

DIN EN 

ISO 

14090

• Anpassung an den Klimawandel - Grundsätze, 

Anforderungen und Leitlinien (ISO/DIS 

14090:2018)

DIN EN 

ISO 

14091

• Anpassung an den Klimawandel -

Vulnerabilität, Auswirkungen und 

Risikobewertung

ISO/AWI 

TS 14092

• GHG Management & related activities: 

requirement & guidance of adaptation 

planning for organizations including local 

governments and communities

規格番号 規格名

ISO/CD 

14030-1

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 1: Grüne Anleihen

ISO/CD 

14030-2

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 2: Grüne Kredite

ISO/CD 

14030-3

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 3: Taxonomie

ISO/CD 

14030-4

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 4: 

Verifizierungsanforderungen

ISO/AWI 

14097

• Rahmenbedingungen und Grundsätze für die Bewertung und 

Berichterstattung von Investitionen und 

Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel

ISO/AWI 

14100

• Green Finance: Bewertung von grünen 

Finanzprojekten

主
な
検
討
・策
定
規
格
（抜
粋
）

ス
コ
ー
プ

関
連
国
際

T
C

主
な
検
討
・策
定
規
格
（抜
粋
）

ス
コ
ー
プ

関
連
国
際

T
C
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 【インドネシア】【マレーシア】 グリーンスクーク債の発行を推進

 【マレーシア】【シンガポール】 グリーンボンド発行補助スキームを導入

 【フィリピン】【タイ】 ASEAN GBSに基づく発行ガイドラインを策定等

18

ASEANにおけるサステナブルファイナンスに係る標準化活動動向

ASEANにおいてグリーンボンドの重要性が高まる中、ASEAN資本市場フォーラム
（ACMF）は、ASEANグリーンボンド基準（AGBS）等の基準を整備（2017～18年）

（参考）
関連する
各国施策

策定基準

次頁詳述

出所：環境省資料、Sustainable Japan、環境金融研究機構等の公開情報に基づきDTC作成

目的

 International Capital Market Association (ICMA)のGreen Bond Principles (GBP)に基づく
 「ASEAN Green Bond」としての発行に際して必要なGBP適用の追加ガイダンスを提供し、

AGBS発行に際しての透明性、一貫性を高める目的で制定
 対象となるグリーンプロジェクトのカテゴリ、プロジェクトの評価・選定プロセス、収益性管理、
報告、外部機関によるレビュー等の基準を規定

グリーンボンドの透明性、一貫性、統一性の向上を通じて、域内グリーンボンド市場を発展させる

策定機関

 ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
 ASEAN10か国の資本市場の統制機関より構成
 「AECブループリント2025」に基づき、ASEAN地域の資本市場の統合を強化するため、法令・規制を調和
 上記の各基準採択のほか、資本市場の発展に向けた活動を実施（以下、例）

• ロードマップ「Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets」の策定イニシアティブ
• デジタル資産監視ネットワーク（Digital Asset Oversight Networking）の構築 等

ASEAN Green 

Bond Standards
（2017年11月）※1

ASEAN Social 

Bond Standards
（2018年～）

ASEAN 
Sustainability 

Bond Standards
（2018年～）

 上記ABGSと同様、ICMAのGBP及びSocial Bond Principle（SBP）に基づく
 「ASEAN Social Bond」としての発行に際して必要な基準について、AGBSを補足する目的で制定
 対象となるプロジェクトのタイプ／対象となる人口群、プロジェクトの評価・選定プロセス、収益性
管理、報告、外部機関によるレビュー等の基準を規定

 ICMAのSustainability Bond Guidelinesに基づく
 当該Bond発行に際しては、AGBS及びASBS双方に準拠している必要がある旨規定

※1 2018年改訂版が発行されている

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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ASEANにおけるサステナブルファイナンスへの取り組み：
インドネシアによる取り組み

インドネシア政府は、2018年2月に国際基準に準拠したイスラム金融での
グリーンボンドであるグリーンスクーク国債をアジアにおいて初発行

発行金融商品 グリーンスクーク国債※1

※イスラム金融におけるグリーンボンドに相当。アジア発のグリーンソブリン債

発行金額
（発行時期）

＄12.5憶 （≒1,300憶円） （2018年2月）
 利率：3.75％、償還期間：5年
※＄7億5000万ドルのグリーンソブリン債を別途発行（2019年2月）

調達資金の
使途

グリーンビルディング、低炭素運輸（旅客列車）、エネルギー（再生可能エネルギー、エネルギー効率）、
廃棄物管理、土地利用と農業（植林、持続可能な農業）、気候変動適応（洪水対策、食料安全保障）、
災害リスク削減 等（石炭火力発電所や原子力発電所、大規模ダム等は除外）

準拠
基準

国際グリーンボンド原則（GBP）及び当原則に連動するASEAN GBSの双方に準拠
インドネシア金融サービス機関（Otorias Jasa Keuangan: OJK）グリーンボンド基準にも合致
※日本の環境省ガイドラインよりも厳格

調達資金の
管轄機関

インドネシア財務省

出所：環境省資料、Sustainable Japan、環境金融研究機構等の公開情報に基づきDTC作成

プロジェクト
プロセス

 【評価・選定】 各省庁の活動が気候変動緩和策又は適応策にタグ付けされた後、尼「グリーンボンド及
びグリーンボンドスクーク枠組み」に基づき適格なプロジェクトを選定

 【報告】 グリーンボンドによる調達資金の配分、調達資金使途に係る影響等に関する年次報告を発行

商品の
評価状況

 【信用格付】 Moody’s （Baa3）、Fitch（BBB-）、S&P（BBB）の評価獲得
 【グリーン性評価】 ノルウェーESG評価機関Cieroのグリーン評価（3段階中）における中間の評価獲得

ブックランナー
 HSBC、シティグループ、CIMB、アブダビ・イスラム銀行、
ドバイイスラム基金（計5行）

※1 参考：グリーンボンド発行は、ポーランド、フランス、フィジー、ナイジェリアに次ぎインドネシアが世界5か国目。また、当グリーンスクーク国債と同時期に10年イスラム国債＄17.5億も発行

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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直近のグリーンスクーク発行（詳細）
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ASEANにおけるサステナブルファイナンスへの取り組み：
マレーシアによる取り組み

マレーシアは近年スクークの開発・発行を積極的に推進しており、直近では世界初の
小規模水力建設の資金調達のためのグリーンスクークを発行（2019年8月）

出所：公開情報に基づきDTC作成

発行金融
商品

発行金額
（発行時期）

調達資金
の使途

準拠
基準

発行者

商品の
評価状況

 Telekosang ASEAN Green SRI Sukuk

（グリーンスクーク債*1）
※イスラム金融におけるグリーンボンドに相当。世界初の
「小規模水力」発電向けスクークとして位置づけ

 4.7憶リンギット（MYR）（≒$1億1,500万）
（2019年8月）
 18年グリーンスクーク債として発行
 2017年の水力発電向けスクーク（左記）以降最大金額
※同時に、GBP及びASEAN GBSに基づくジュニア債
（Telekosang ASEAN Green Junior Bonds）を1.2憶リン
ギット（MYR）にて発効

 小規模水力発電プロジェクトのための資金調達
 Sabah Electricityと21年間の再生可能エネルギー電力購入
契約REPPAに署名

 Green Bond Principles (GBP)、ASEAN Green Bond 

Standards(GBS)、マレーシア証券委員会による持続可
能及び責任投資スクークフレームワーク(Sustainable and 

Responsible Investments Sukuk Framework)に準拠

 Telekosang Hydro One Sdn Bhd

 マレーシア地元格付け機関（RAM）のAA3Rating

（AA3/Stable）を獲得
※ジュニア債（Telekosang ASEAN Green Junior Bonds）に
ついてはAA2Rating（AA2/Stable）を獲得

マレーシア中央銀行が「金融部門ブループリント
2011~2020」を発行（2011年12月）
• SRIを国内資本市場発展の重要要素として位置づけ、
国内外投資家にスクーク市場の適格性や安全性も提示

--投資家ニーズに対応したグリーンスクーク/サステナブルス
クークの開発・発行を推進（以下、事例抜粋）--

マレーシア中央銀行と世界銀行（WB）が連携し、
「社会責任投資（SRI）スクーク・フレームワーク」を
開発（2014年）
• SRIコンセプトとイスラム法（シャりーア）規定を統合させ
たルールを制定

カザナ・ナショナルがサステイナブル責任投資
（SRI）スクークを発行（2015年）

再生可能エネルギー投資のためのグリーン
スクークを発行（2017年）

マレーシア証券委員会（SC）がESGガイドライン
「Sustainable and Responsible Investment

Funds」を制定（2018年12月）
• ファンド（スクークを対象としたファンド含む）にSRIラベル
付与の基準を提示

小規模水力発電建設のためのグリーンスクークを
発行（2019年8月）

マレーシア
国内に
おける
グリーン
ファイナン
ス分野の
取り組み

• 発行金額： 2.5憶リンギット
• 発行者： Tadau Energy（国内再生可能エネルギー企業）
• 使途： マレーシアボルネオのサバ州でのメガソーラー事業

2件（合計50MW）の太陽光発電事業資金へ充当
• 評価状況： RAMのAA3Rating（AA3/Stable）を獲得

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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中国・国際社会におけるサステナブルファイナンスに係るルール動向：
サステナブルファイナンスに係る国際標準化の推進

ISO持続可能な金融技術委員会（ISO/TC 322 Sustainable finance）の第2回総会
が中国深センにて開催（12月6日）

出所：中国政府 HP、英国政府 HP、標準化機関 HP等の公開情報に基づきDTC作成

ISO/TC 322 Sustainable Financeの第2回総会及び関連会議が開催され、各国より40名程度の専門家が集結
（2019年12月6日＠中国 深セン）

背景

直近の
標準化動向

英国は、政府・標準化機関等が一体となり、サステナブル/グリーンファイナンス分野のルール形成に注力、
国際標準化を推進すべく、ISO/TC322 Sustainable Financeを新設（2018年）
 英国政府はグリーンファイナンス・タスクフォースを設置（2017年9月）し、当タスクフォースの提言に基づき
グリーンファイナンス戦略を発行（2019年）するなど、当分野を積極推進

中国は、当分野における英国との定期的な協力会議体等を通じ、国際標準化を支援
 英国BSIと中国SAC間でStandardization Cooperation Commission定期的に開催し、
サステナブル・ファイナンス分野を含む国際標準化において協力関係を構築

 参加者 ：中国、英国、日本、スイス、シンガポール、米国、ネパール、リエゾン組織の40人以上の専門家

 開催日程：関連WG（12月1日～5日）、総会（12月6日）

 実施概要：

 中国人民銀行のChen Yulu副社長が、当TC議長のPeter Young氏へ祝辞を送り、
当TCが果たす役割について言及

 清華大学グリーンファイナンス開発研究センターが主導する重要用語の収集に関する規格
を、ISO 32220事前作業プロジェクトとして正式登録（2020年7月迄に承認・発行予定）

 下部組織①ISO/TC 322 AG Communication and Engagement、②ISO/TC 322/AHG Terminology、③ISO/TC

322/CAG Chairman’s Advisory Group、④Sustainable finance framework、夫々のWorking Groupを開催

第2回
国際会議

（参考）
セミナー
開催

 主催 ：国家金融標準化技術委員会（SAC / TC 180）、中国金融協会のグリーンファイナンス専門委員会が監督

 開催日程：12月第2回全体会議の一部として、持続可能な金融の国際標準に関する公開セミナーを開催

 実施概要：

 持続可能な金融の標準要件、持続可能な金融標準の適用事例、持続可能な金融の
国際標準の市場要件、実施モデル等について協議

 関連国際標準の開発の加速及びISOの持続可能な金融分野における中国の影響力を
高めることを企図

総会の様子

テーマ別情報詳細 ファイナンス

画像の出所：全国金融標準化技術委員会（http //www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975692/index.html）
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国際社会におけるサステナブルファイナンスへの取り組み:

赤道原則（EP）の改訂

赤道原則協会（EPA）が、第四次改訂版赤道原則（EP4）のドラフトを発表しており、
2019年末に発効予定となっている

 主に以下4分野について第三次改訂版赤道原則（EP3）より規定内容を改訂
1. 適用範囲の拡大

 より小規模なプロジェクトを原則の適用対象とすべく、PRCLの合計基準額を5,000万USDへ引き下げ
 金融商品カテゴリーへ「プロジェクト関連借り換え」及び「プロジェクト関連買収資金調達」を追加

2. 原則の適用先決定における指定国と非指定国の基準変更
 指定国におけるプロジェクトのレビュー項目について、「IFCパフォーマンス基準」の適用を追加
 指定国における該当プロジェクトにおいて、 EPFI※2のデューデリジェンス時にレビューすべき範囲を大幅に拡大

3. 人権と社会的リスクの考慮
 「原則2」において、潜在的人権侵害に関する評価をプロジェクト環境及び社会影響評価に包含するよう義務付け
 「原則5」において、先住民族のFPIC※3取得の強化を目指し、利害関係者間の討議について2つのオプションを提供

4. 気候変動の考慮
 前文において、2015年パリ協定の目標達成におけるEPFIの役割とTCFD勧告等に関連するEPFIの責任を追加
 「原則2」において、気候変動リスク評価要件の導入
 「原則10」において、該当プロジェクトは年次で公にGHG排出レベル及び効率比等を報告するよう要求を追加

 赤道原則協会 （The Equator Principles Association：EPA）改訂機関

改訂内容
(予定)

改訂目的  「IFCパフォーマンス基準」※1の改定に対応し、環境及び社会に対する配慮を強化

第四次改訂版赤道原則（EP4）

[参考] 赤道原則 ：民間金融機関が大規模な開発や建設プロジェクトに対し、プロジェクトファイナンス及びプロジェクト関連企業向けローン（PRCL）を
提供する際に、対象プロジェクトが満たすべき10原則を規定

原則1 レビュー、およびカテゴリー付与 原則6 苦情処理メカニズム
原則2 環境・社会アセスメント 原則7 独立した環境・社会コンサルタントによるレビュー
原則3 適用される環境・社会基準 原則8 誓約条項（コベナンツ）

原則4
環境・社会マネジメントシステムと、エクエータ原則/赤道原則
アクションプラン

原則9
独立した環境・社会コンサルタントによるモニリングと報告の
検証

原則5 ステークホルダー・エンゲージメント 原則10 情報開示と透明性

出所：公開情報に基づきDTC作成

※1 IFC （国際金融公社）パフォーマンススタンダード:公害防止や自然環境の保護に加え、プロジェクトにより影響を受ける地域住民や労働者の人権保護のための基準 ※2 EPFI ：Equator Principles Financial 

Institution（エクエーター原則/赤道原則採択金融機関） ※3 FPIC ：The Free, Prior, and Informed Consent (自由意思による、事前の、十分な情報に基づく合意)

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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サステナブルファイナンスルール関係図：国際

(参考)サステナブルファイナンスに関する国際的枠組みにおいては、ICMAのグリーンボンド原則や
CBIの気候ボンド基準等が多くの文書に参照/反映されている

国
際

UN
(United Nations)

ICMA
(International Capital Market 

Association)

CBI
(The Climate 

Bonds Initiative)

その他
国際会議体・

機関

責
任
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資
原
則
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(Environmental Management)

SC1
(Environmental 
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Evaluation)
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Finance)
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※下記国旗は各議長国を示す

UNDP
(国連

開発計画)

責
任
あ
る
銀
行
原
則
（
P

R
B
）

持
続
可
能
な
開
発
目
標

(S
D

G
s

); G
o

a
l 9

,1
1

,1
2

,1
3
,1

5
e
tc

.

反映

FSB
(Financial 
Stability 
Board)

OECD
(Organization 
for Economic 
Co-operation 

and 
Development)

IFC
(International 

Finance 
Corporation)TCFD

(気候関連財務
情報開示

タスクフォース)

EPA
(エク

エーター
原則
協会)

Centre on 
Green 

Finance 
and 

Investment
UNEP FI

(金融イニシアティブ)

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
原
則

(G
B

P
)

ソ
ー
シ
ャ
ル
ボ
ン
ド
原
則

(S
B

P
)

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ボ
ン
ド
・ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(S
B

G
)

(※
未
定

)

IS
O

 1
4

0
0

7
 -

E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l M

a
n

a
g

e
m

e
n

t: 

D
e

te
rm

in
in

g
 E

n
v

iro
n

m
e

n
ta

l C
o

s
ts

 a
n

d
 B

e
n

e
fits

 -
G

u
id

a
n

c
e

IS
O

 1
4

0
0

8
 -

M
o

n
e

ta
ry

 V
a

lu
a

tio
n

 o
f E

n
v

iro
n

m
e

n
ta

l Im
p

a
c

ts
 a

n
d

 

R
e

la
te

d
 E

n
v

iro
n

m
e

n
ta

l A
s

p
e

c
ts

IS
O

/C
D

 1
4

0
9

7
 -

F
ra

m
e

w
o

rk
 a

n
d

 P
rin

c
ip

le
s

 fo
r A

s
s

e
s

s
in

g
 a

n
d

 

R
e

p
o

rtin
g

 In
v

e
s

tm
e
n

ts
 a

n
d

 F
in

a
n

c
in

g
 A

c
tiv

itie
s

 R
e

la
te

d
 to

 C
lim

a
te

 C
h

a
n

g
e

IS
O

 1
4

0
8

0
:2

0
1

8
 -

G
re

e
n

h
o

u
s

e
 G

a
s

 M
a

n
a

g
e

m
e

n
t a

n
d

 R
e

la
te

d
 A

c
tiv

itie
s
 –

F
ra

m
e

w
o

rk
 a

n
d

 P
rin

c
ip

le
s

 fo
r M

e
th

o
d

o
lo

g
ie

s
 o

n
 C

lim
a

te
 A

c
tio

n
s

IS
O

/C
D

 1
4

0
3

0
-1

-
P

a
rt 1

: E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l P

e
rfo

rm
a
n

c
e

 E
v

a
lu

a
tio

n
 –

G
re

e
n

 D
e

b
t In

s
tru

m
e

n
ts

IS
O

 1
4

0
3

0
-2

 -P
a

rt 2
: P

ro
c

e
s

s
 fo

r G
re

e
n

 L
o

a
n

s

IS
O

 1
4

0
3

0
 -3

 -
P

a
rt 3

: T
a

x
o

n
o

m
y

IS
O

 1
4

0
3

0
 -4

 -
P

a
rt 4

: V
e

rific
a

tio
n

IS
O

/A
W

I 1
4

1
0

0
 -

G
re

e
n

 F
in

a
n

c
e

: A
s

s
e

s
s
m

e
n

t o
f G

re
e

n
 F

in
a

n
c

ia
l P

ro
je

c
ts

C
lim

a
te

 B
o

n
d

s
 S

ta
n

d
a

rd
 (C

B
S

)

(C
lim

a
te

 B
o

n
d

s
 S

ta
n

d
a

rd
 C

e
rtific

a
tio

n
 S

c
h

e
m

e
※

1)

C
lim

a
te

 B
o

n
d

 T
a

x
o

n
o

m
y

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ボ
ン
ド
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・ボ
ン
ド
に
係
る

外
部
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

補完

補完

補完

補完

パ
リ
・
グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
宣
言

(P
G

B
S

)

パ
リ
協
定

補完

参照

最
終
報
告
書

M
o

b
ilis

in
g

 B
o

n
d

 M
a

rk
e
ts

 fo
r a

 L
o

w
-C

a
rb

o
n

 T
ra

n
s

itio
n

世
界
銀
行
グ
ル
ー
プ

E
H

S
(環
境
・
衛
生
・安

全
)ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

環
境
と
社
会
の
持
続
可
能
性
に
関
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
基
準

赤
道
原
則

参照

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ボ
ン
ド
：

持
続
可
能
な
開
発
目
標

(S
D

G
s

)に
照
ら
し
た
ハ
イ
レ
ベ
ル
マ
ッ
ピ
ン
グ

参照

参照

機関
投資家
会合

委任

補完

UNEP
(国連環境計画)

補完
補完

ISO14030 シリーズ
※1 認証スキームの詳細要件を記載している特定の文書はないが、CBIのHPや” Climate Bonds Standard & Certification Scheme Brochure”にて認証プロセスや費用等を記載

反映

参照

反映

参照

参照
参照

参照

参照

反映
参照

参照

参照
参照

反映

補完

反映
反映

COP21
(第21回気候変動枠
組条約締約国会議)

テーマ別情報詳細 ファイナンス

移行

参照

補完

反映
反映

参照
参照

参照

反映

：グリーン関連

：サステナブル関連

：天候/気候関連

：その他

凡例 ：Regulation(規制)
(条約、原則、ガイドライン等
を含む)

：Standard(規格・基準)

：上記中の主流ルール
1-a



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

一
帯
一
路
の
た
め
の
グ
リ
ー
ン
投
資
原
則

（
G

IP
）
※

3

一
帯
一
路
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
た
め
の

グ
リ
ー
ン
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
※

3

よ
り
グ
リ
ー
ン
な
明
日
の
実
現
※

4

非
財
務
情
報
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(N
B

G
s
)

気
候
関
連
開
示
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標

(M
D

G
s
);

G
o

a
l 7

,8
 e

tc
.

E
U
タ
ク
ソ
ノ
ミ
ー
に
関
す
る
報
告
書

p
rE

N
 IS

O
1
4
0
0
8
 

M
o

n
e
ta

ry
 V

a
lu

a
tio

n
 o

f E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
 

Im
p

a
c
ts

 a
n

d
R

e
la

te
d

 E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l A

s
p

e
c
ts

非
財
務
及
び
多
様
性
情
報
の
開
示
に
関
す
る
改
正
指
令

(N
F

R
D

,2
0

1
4

/9
5

/E
U

)

24

サステナブルファイナンスルール関係図：国際-欧州・英国

(参考)欧州においては、パリ協定やTCFDの最終報告書を基に法改正や基準の策定が実施される
傾向。また、英国ではISOと国家規格との整合性が積極的に図られている

国
際 責
任
投
資
原
則

(P
R

I)

責
任
あ
る
銀
行
原
則
（
P

R
B
）

持
続
可
能
な
開
発
目
標

(S
D

G
s
)

 

G
o

a
l 9

,1
1
,1

2
,1

3
,1

5
e
tc

.

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
原
則

(G
B

P
)

ソ
ー
シ
ャ
ル
ボ
ン
ド
原
則

(S
B

P
)

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ボ
ン
ド
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(S
B

G
)

IS
O

 1
4
0
0
7
 

E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l 

M
a

n
a

g
e
m

e
n

t:
D

e
te

rm
in

in
g

 

E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l C

o
s
ts

 a
n

d
 

B
e
n

e
fits

 
G

u
id

a
n

c
e

IS
O

 1
4
0
0
8
 

M
o

n
e
ta

ry
 

V
a

lu
a

tio
n

 o
f E

n
v
iro

n
m

e
n

ta
l 

Im
p

a
c
ts

 a
n

d
R

e
la

te
d

 

E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l A

s
p

e
c
ts

IS
O

/C
D

 1
4
0
9
7
 

F
ra

m
e
w

o
rk

 

a
n

d
 P

rin
c
ip

le
s
 fo

r A
s
s
e
s
s
in

g
 

a
n

d
 R

e
p

o
rtin

g
 In

v
e
s
tm

e
n

ts
 

a
n

d
 F

in
a

n
c
in

g
 A

c
tiv

itie
s
 

R
e
la

te
d

 to
 C

lim
a

te
 C

h
a

n
g

e

IS
O

 1
4
0
8
0
:2

0
1
8
 

G
re

e
n

h
o

u
s
e
 

G
a

s
 M

a
n

a
g

e
m

e
n

t a
n

d
 R

e
la

te
d

 

A
c
tiv

itie
s
 

F
ra

m
e
w

o
rk

 a
n

d
 

P
rin

c
ip

le
s
 fo

r M
e
th

o
d

o
lo

g
ie

s
 

o
n

 C
lim

a
te

 A
c
tio

n
s

IS
O

/C
D

 1
4
0
3
0

1
P

a
rt 1

: 

E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l P

e
rfo

rm
a
n

c
 

E
v
a

lu
a

tio
n

 
G

re
e
n

 D
e
b

t 

In
s
tru

m
e
n

ts

IS
O

 1
4
0
3
0

2
 

P
a

rt 2
:

P
ro

c
e
s
s
 fo

r G
re

e
n

 L
o

a
n

s

IS
O

 1
4
0
3
0
 

3
 

P
a

rt 3
: T

a
x
o

n
o

m
y

IS
O

 1
4
0
3
0
 

4
 

P
a

rt 4
: V

e
rific

a
tio

n

IS
O

/A
W

I 1
4
1
0
0
 

G
re

e
n

 

F
in

a
n

c
e
: A

s
s
e
s
s
m

e
n

t o
f 

G
re

e
n

 F
in

a
n

c
ia

l P
ro

je
c
ts

パ
リ
協
定

パ
リ
・グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
宣
言

(P
G

B
S

)

C
lim

a
te

 B
o

n
d

s
 S

ta
n

d
a

rd
 

(C
B

S
)

(C
lim

a
te

 B
o

n
d

s
 S

ta
n

d
a

rd
 

C
e
rtific

a
tio

n
 S

c
h

e
m

e
※

1)

C
lim

a
te

 B
o

n
d

 T
a

x
o

n
o

m
y

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

ボ
ン
ド
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・ボ
ン
ド

に
係
る
外
部
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

最
終
報
告
書

M
o

b
ilis

in
g

 B
o

n
d

 M
a

rk
e
ts

fo
r a

 L
o

w
C

a
rb

o
n

 

T
ra

n
s
itio

n

世
界
銀
行
グ
ル
ー
プ

E
H

S

(環
境
・衛
生
・安
全

)ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

環
境
と
社
会
の
持
続
可
能
性
に

関
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
基
準

赤
道
原
則

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ボ
ン

ド
：
持
続
可
能
な
開
発
目
標

(S
D

G
s
)

に
照
ら
し
た
ハ
イ
レ
ベ
ル
マ
ッ
ピ
ン
グ

UN
(United Nations)

ICMA
(International Capital Market Association)

CBI
(The Climate Bonds 

Initiative)

その他
国際会議体・機関

UNDP
(国連

開発計画)

FSB
(Financial 

Stab lity Board)

OECD
(Organiza ion for

Economic Co-operation 

and Development)
IFC

(International 

Finance 

Corporation)

TCFD
(気候関連財務
情報開示

タスクフォース)

EPA
(エク

エーター
原則協会)

Centre on
Green 

Finance and 
Investment

機関投資家
会合

NEUP(国連環境計画)

ISO14030 シリーズ

※1 認証スキームの詳細要件を記載している特定の文書はないが、CBIのHPや“ Climate Bonds Standard & Certification Scheme Brochure”にて認証プロセスや費用等を記載している
※2 当報告書は、欧州投資銀行と中国緑色金融専業委員会との共同で作成
※3 英シティ・オブ・ロンドン自治体のグリーンファイナンス・イニシアチブ（GFI）と中国金融学会のグリーンファイナンス専門委員会の共同で作成

欧
州

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
・フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

(S
F

A
P

)

E
U
の
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
促
進
に
向
け
た

最
終
報
告
書

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
に
関
す
る
非
公
式
補
足
文
書

E
U
グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
基
準

(E
U

G
B

S
)

E
U
非
財
務
情
報
開
示
指
令

(D
ire

c
tiv

e
 2

0
1
4
/9

5
/E

U

E
U

 N
o

n
F

in
a

n
c
ia

l R
e
p

o
rtin

g
 D

ire
c
tiv

e
：
N

F
R

D
)

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

C
O

M
(2

0
1
8
)3

5
4
 

P
ro

p
o

s
a

l fo
r a

 re
g

u
la

tio
n

 o
n

 d
is

c
lo

s
u

re
s
 re

la
tin

g
 to

 

s
u

s
ta

in
a

b
le

 in
v
e
s
tm

e
n

ts
 a

n
d

s
u

s
ta

in
a

b
ility

 ris
k
s
 

a
n

d
 a

m
e
n

d
in

g
 D

ire
c
tiv

e
 (E

U
) 2

0
1
6
/2

3
4
1

C
O

M
(2

0
1
8
)

3
5
3
 fin

a
l.

P
ro

p
o

s
a

l fo
r a

 re
g

u
la

tio
n

 o
f th

e
 E

u
ro

p
e
a

n
 

p
a

rlia
m

e
n

t a
n

d
 o

f th
e
 c

o
u

n
c
il o

n
 th

e
 e

s
ta

b
lis

h
m

e
n

 

o
f a

 fra
m

e
w

o
rk

 to
 fa

c
ilita

te
 s

u
s
ta

in
a

b
le

 in
v
e
s
tm

e
n

t

第
2
次
金
融
商
品
市
場
指
令

(M
iF

ID
 2

)

(※
改
正
予
定

)

(参
考

)英
国

A
c
c
e
le

ra
tin

g
 G

re
e
n

 F
in

a
n

c
e

C
O

M
(2

0
1
8
)3

5
5
/9

7
8
5
8
7

P
ro

p
o

s
a

l fo
r a

 re
g

u
la

tio
n

 a
m

e
n

d
in

g
 R

e
g

u
la

tio
n

 (E
U

) 

2
0
1
6
/1

0
1
1
 o

n
 lo

w
 c

a
rb

o
n

 b
e
n

c
h

m
a

rk
s
 a

n
d

 p
o

s
itiv

e

c
a

rb
o

n
 im

p
a

c
t b

e
n

c
h

m
a

rk
s

保
険
販
売
業
務
指
令

(ID
D

)

(※
改
正
予
定

)

E
U

 C
lim

a
te

 T
ra

n
s
itio

n
 B

e
n

c
h

m
a

rk
 

(E
U

 C
T

B
)

E
U

 P
a

ris
a

lig
n

e
d

 B
e
n

c
h

m
a

rk

(E
U

 P
A

B
)

P
A

S
 7

3
4
0
 

F
ra

m
e
w

o
rk

 fo
r e

m
b

e
d

d
in

g
 th

e
 p

rin
c
ip

le
s

o
f s

u
s
ta

in
a

b
le

 fin
a

n
c
e
 in

fin
a

n
c
ia

l s
e
rv

ic
e
s
 o

rg
a

n
iz

a
tio

n
s
 

G
u

id
e

P
A

S
 7

3
4
1
 

R
e
s
p

o
n

s
ib

le
 a

n
d

 s
u

s
ta

in
a

b
le

 in
v
e
s
tm

e
n

t 

m
a

n
a

g
e
m

e
n

t 
S

p
e
c
ific

a
tio

n

P
A

S
7
3
4
2
  

P
ro

d
u

c
t F

u
n

d

B
S

 IS
O

 1
4
0
3
0
 

4
 

P
a

rt 4
: V

e
rific

a
tio

n

B
S

 IS
O

 1
4
0
9
7
 

F
ra

m
e
w

o
rk

 a
n

d
 P

rin
c
ip

le
s
 fo

r A
s
s
e
s
s
in

g
 a

n
d

 

R
e
p

o
rtin

g
 In

v
e
s
tm

e
n

ts
 a

n
d

 F
in

a
n

c
in

g
 A

c
tiv

itie
s
 R

e
la

te
d

 to
 

C
lim

a
te

 C
h

a
n

g
e

G
re

e
n

 F
in

a
n

c
e
 S

tra
te

g
y

COP21
(第21回気候変動枠組条約

締約国

会議)

グ
リ
ー
ン
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
共
通
言
語
の
必
要
性
※

2

(※
未
定

)

B
S

 IS
O

 1
4
0
0
7
 

E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l M

a
n

a
g

e
m

e
n

t:

D
e
te

rm
in

in
g

 E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l C

o
s
ts

 a
n

d
 B

e
n

e
fits

 
G

u
id

a
n

c
e

B
S

 IS
O

 1
4
0
0
8
 

M
o

n
e
ta

ry
 V

a
lu

a
tio

n
 o

f E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l 

Im
p

a
c
ts

 a
n

d
R

e
la

te
d

 E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l A

s
p

e
c
ts

移行移行

B
S

 
IS

O
 1

4
0
3
0
 

3
 

P
a

rt 3
: T

a
x
o

n
o

m
y

B
S

 
IS

O
 1

4
0
3
0

2
 
P

a
rt 2

: P
ro

c
e
s
s
 fo

r G
re

e
n

 L
o

a
n

s

B
S

  IS
O

 1
4
1
0
0
 

G
re

e
n

 F
in

a
n

c
e
: A

s
s
e
s
s
m

e
n

t 

o
f G

re
e
n

 F
in

a
n

c
ia

l P
ro

je
c
ts

B
S

  IS
O

 1
4
0
8
0
:2

0
1
8
 

G
re

e
n

h
o

u
s
e
 G

a
s
 M

a
n

a
g

e
m

e
n

t 

a
n

d
 R

e
la

te
d

 A
c
tiv

itie
s
 

F
ra

m
e
w

o
rk

 a
n

d
 P

rin
c
ip

le
s
 fo

r 

M
e
th

o
d

o
lo

g
ie

s
 o

n
 C

lim
a

te
 A

c
tio

n
s

B
S

 
IS

O
 1

4
0
3
0

1
 

P
a

rt 1
: E

n
v
iro

n
m

e
n

ta
l P

e
rfo

rm
a
n

c
e

E
v
a

lu
a

tio
n

 
G

re
e
n

 D
e
b

t In
s
tru

m
e
n

ts

補完
委任

委任 参照

移行 移行

移行

移行 移行

委任 委任

委任

補完

反映
反映

反映 反映補完 移行

移行

反映

委任

反映

反映

反映

委任

参照

委任

参照

反映

反映

参照

反映

反映

移行

テーマ別情報詳細 ファイナンス

UNEP FI
(金融イニシア

ティブ)

参照

補完

T
h

e
 C

o
m

p
a

n
ie

s
, P

a
rtn

e
rs

h
ip

s
 a

n
d

 G
ro

u
p

s

(A
c
c
o

u
n

ts
 a

n
d

 N
o

n
fin

a
n

c
ia

l R
e

p
o

rt)R
e

g
u

la
tio

n
 N

o
.1

2
4

5

反映
反映

参照
反映

委任

反映

補完

TC322
(Sustainab

le 

Finance)

TC207 
(Environmental Management)

SC1
(Environmental 

Management System)

SC4
(Environmental Performance Evaluation)

SC7
(Greenhouse Gas Management and 

Related Activities)

WG11
(Green Finance)

ISO
(International Standard Organisation) ※下記国旗は各議長国を示す

✖

✖✖✖

※4 英シティ・オブ・ロンドン自治体と緑色金融専業委員会との共同で作成

反映

参照

反映

参照

参照
反映

参照

反映

2
0
0
0
 P

e
n

s
io

n
s
 A

c
t

：グリーン関連

：サステナブル関連

：天候/気候関連

：その他

凡例 ：Regulation(規制)
(条約、原則、ガイドライン等
を含む)

：Standard(規格・基準)

：上記中の主流ルール
1-a



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
原
則

(G
B

P
)

ソ
ー
シ
ャ
ル
ボ
ン
ド
原
則

(S
B

P
)

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ボ
ン
ド
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(S
B

G
)

C
lim

a
te

 B
o

n
d

s
 S

ta
n

d
a

rd
 

(C
B

S
)

グ
リ
ー
ン
産
業
ガ
イ
ダ
ン
ス
カ
タ
ロ
グ

(2
0
1
9
年
版

) ※
3

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
適
格
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
カ
タ
ロ
グ

金
融
セ
ク
タ
ー
標
準
化
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
た
開
発
計
画
（
2
0
1
6
-2

0
2
0
）

グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド
発
行
に
向
け
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

25

サステナブルファイナンスルール関係図：国際-中国

（参考）中国においてはグリーン関連の規制・ガイドライン作成が活発化しており、欧州・英国・フランス
等と連携し発行されるルールも複数存在
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サステナブルファイナンスルール関係図：国際-ASEAN

(参考)ASEANにおいてはICMAの原則及びガイドラインを基に、ASEAN独自のサステナブルファイ
ナンス関連規格が策定されている
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UNDP
(国連

開発計画)

NEUP(国連環境計画)

UNEP FI
(金融イニシア

ティブ)

UN
(United Nations)

参照

参照

参照

TC322
(Sustainab

le 

Finance)

TC207 
(Environmental Management)

SC1
(Environmental 

Management System)

SC4
(Environmental Performance Evaluation)

SC7
(Greenhouse Gas Management and 

Related Activities)

WG11
(Green Finance)

ISO
(International Standard Organisation) ※下記国旗は各議長国を示す

：グリーン関連

：サステナブル関連

：天候/気候関連

：その他

凡例 ：Regulation(規制)
(条約、原則、ガイドライン等
を含む)

：Standard(規格・基準)

：上記中の主流ルール
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(参考)前頁「サステナブルファイナンスルール関係図」において各個別規制及び基準の関係を示
すため、以下の矢印を使用している

参考：サステナブルファイナンスルール（規制・規格/基準）間の関係を示すための矢印の凡例

各ルール間の関係 主な例

上下関係
なし

国際ルールと
各国/地域ルール

間の関係

各国際/国/

地域ルー
ル同士の
関係

凡例

ミレニアム開発目標(MDGs)と
持続可能な開発目標(SDGs)

Climate Bonds Standard

Certification Schemeと
Climate Bond Taxonomy

当該規制又は基準間に前後関係が存在し、
一方の規制又は基準が、他方の規制又は基準に置き換わった、

あるいは置き換わる見込みのもの

当該規制又は基準間に法的上下関係が存在し（※）、
一方の規制又は基準（下位）が他方の規制又は基準（上位）の

施行細則などを定めているもの
（※）実質的な上限関係も含む（例：枠組み指令とその関連指令）

新国際ルール
による旧国際
ルールの置換

国際ルールの
実施細目の

規定
委任

グリーンボンド原則(GBP)と
EUグリーンボンド基準(EUGBS)

一方（国際規制又は基準間）が、他方（英国規制又は基準間）に
参照される形で当該他方規制又は基準に反映されているもの

参照
英国規制での
国際ルールの

参照

パリ協定と
Accelerating Green Finance

一方（国際規制又は基準間）が、他方（英国規制又は基準間）に
直接書き込まれる（and/or一部修正等される）形で
当該他規制又は基準に反映されているもの

英国規制での
国際ルールの

反映

反映

サステナビリティボンド・ガイドライン
(SBG)とグリーンボンド、ソーシャル
ボンド、サステナビリティ・ボンドに係

る外部評価ガイドライン

一方の規制又は基準が、他方の規制又は基準が適用されない
限りにおいて適用されるなど相互補完する関係にあるもの

一方ルールの
他ルール補足
としての適用

補完

上下関係
あり

赤道原則と
環境と社会の持続可能性に
関するパフォーマンス基準

当該規制又は基準間の上下関係の有無に関わらず、
一方の規制又は基準が、他方の規制又は基準に参照される形で

当該他規制又は基準に反映されているもの

参照

国際ルール

での他国際
ルールの
参照

グリーンボンド原則(GBP)と
Climate Bonds Standard(CBS)

当該規制又は基準間の上下関係の有無に関わらず、
一方の規制又は基準が、他方の規制又は基準に直接書き込まれる
（and/or一部修正等される）形で当該他法令に反映されているもの

国際基準での
国際ルールの

反映

反映

上下関係
あり／なし

移行

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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中国

欧州

イスラム圏

28

各国地域によるデジタル通貨に関わる動向

米Facebookが暗号通貨実現に向けリブラ財団を発足する等準備を進める中、
中国・イスラム・欧州圏では夫々当動向を意識した独自の暗号通貨検討を呼びかけ

出所：各種公開情報に基づきDTC作成

テーマ別情報詳細 ファイナンス

 デジタル人民元（DCEP）導入に向けた積極的発言と過熱鎮静化を図る発言双方が錯綜。
実際の運用に向けては不透明な部分が多く、引き続き注視が必要
 政府関係者より中国人民銀行が銀行デジタル通貨を導入した世界初の中央銀行になりうるとの期待の声が
上がる一方、中国人民銀行は「DCEPを未だ発行しておらず、発行時期は未定」と発表（11月13日）

 一方関連施策として、電子行政分野を含むブロックチェーンの積極活用を呼びかけや暗号化に係る
「中国共和国暗号法」が可決
 習近平主席がブロックチェーン推進発言を行い（10月24日）、Li Wei中国人民銀行技術責任者は、「商業銀行は
デジタル通貨のバックボーンであるブロックチェーン技術の使用を増やすべきである」と発言

直近の動向（10月～12月）

 欧州では、新仮想通貨「リブラ」に対し、特にドイツ・フランスがリスク性を指摘し警戒。
ドイツ銀行協会は、デジタル版ユーロ発行と欧州共通プラットフォーム開発を呼びかける文書を発表

 欧州連合（EU）が欧州中央銀行（ECB）に対し、デジタル通貨の発行を検討するよう要求
 EUは中央銀行にデジタル通貨を発行させることで、消費者の利便性を高め、仮想通貨リブラや中国DCEP等の
外からの脅威に対抗、牽制することを企図

 イスラム国首脳会合において、米ドル依存からの脱却を目的とした、イスラム圏における独自の統一
イスラム暗号通貨の発行が提案
 マレーシア、インドネシア、トルコ、イラン、カタールが会合に参加し、特にマレーシアのマハティール首相は、
イスラム暗号通貨の統一の議論へ前向きな姿勢を提示

1-b
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 Central Bank Digital Currency（CBDC）
 ①デジタル化されている ②円など法定通貨建てであると ③中央銀行の債務として発行される、という3条件を満たす各国の中央銀行が発
行するデジタル通貨のことをCBDCと呼ぶ

通貨名

29

各国地域によるデジタル通貨に関わる動向：
中国によるCBDCの発行

中国が発行するデジタル通貨（CBDC）は、金融施策の有効性向上等のメリットが
期待される一方、金融危機の加速や銀行の倒産誘発等が懸念されている

出所：ロイター、Forbesその他メディア等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

 発行者：中国人民銀行
 運用者（CBDCの初期配布先）：中国工商銀行、中国建設銀行、中国銀行、中国農業銀行、UnionPay 、Alibaba、Tencent

発行者/

運用者

通貨運用
の仕組み

 通貨の流通量の調整など、金融施策の有効性が向上

 キャッシュレス手段や関連規格、運用事業者が乱立した現状の解消

 リテール決済市場の競争環境維持に寄与（市場の独占・寡占の防止）

期待され
る効果

※1：中国では「独身の日」とされ、最も中国人が買い物を行う日として知られている。米Forbes誌の報道であるが、一部中国高官は「推測に過ぎない」と否定

第一層 第二層

発行

償還

一般企業

個人

引き出し

循環

入金

 二層構造の運用システムを用いて、流通する紙幣や硬貨の代替として同機能を提供する仕組みとなる予定

第
一
層

第
二
層

CBDCの発行と引換のために、中央
人民銀行と商業銀行・オンライン決済
サービス提供事業者を接続

発行されたCBDCを一般企業及び個人

に配布し、商業銀行をより広範なリテー
ル市場に接続

 利便性の高さから急速に銀行預金からCBDCへ資金シフトが起こることで、金融危機加速や取付騒ぎが発生する可能性
（デジタル・バンク・ラン）

 CBDCを保有する銀行の利用者が増加することで、上記以外の民間銀行が倒産する可能性

 中国全土の送金処理に耐えうるシステムインフラを構築するために膨大な労力とコストが必要

懸念点

Libraが中国の金融システムの安定にリスクをもたらす可能性を懸念し、早期の発行を目指していると推測

 未定 （2019年11月11日発行と一部報道あり*1）発行時期

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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各国地域によるデジタル通貨に関わる動向：
EUによる域内デジタル通貨発行に向けた検討の推進

EUは、Libraへの懸念表明と共に、ドイツ等による積極的な提唱の下、域内における
公的なデジタル通貨発行の検討を呼びかけるドラフト文書を作成

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成 ロゴイメージは、企業HP等に基づく

欧州国内政策動向

背景

域内に
おける

政策動向
（2019年11月）

Facebookが新仮想通貨「リブラ」に関する仮想通貨計画を発表（2019年6月）するなど、仮想通貨の安全性／
健全性担保のための対応が急務に
 SNS関連会社等がリブラ発行を支持する一方、ドイツ・フランス等は、リブラのリスク性を指摘、公的な代替案創設を提示

• 仏ルメール経済・財務相は、リブラを認めない姿勢を提示するとともに、欧州共通の「公的デジタル通貨」創設を主張

 G7においても、国際的なリスクに対処するまでは、Libra等ステーブルコインの販売を許可すべきではないと言及

EUは、欧州中央銀行（ECB）に対し、公的なデジタル通貨発行の検討を呼びかけるドラフト文書を発表（2019年11月）
 当文書を踏まえ、ECBはEU中央銀行デジタル通貨（CBDC）の在り方・実現可能性について、Retail/Wholesale双方の観点
より調査・実験と実施中であり、今後調査結果の提示を予定

当ドラフトについては、12月の次回のEU財務大臣会合による決議・採択が見込まれており、今後の動向に注視が必要。
また、今後リブラ導入による金融システムへのリスクを懸念し、各国・地域でデジタル通貨の検討・導入が加速する可能性

EUによる「デジタルユーロ」検討に係る文書発表（2019年11月）
【参考】ドイツ銀行協会（Association of German Banks）※1

によるDigital EUROの提唱（2019年11月）

【文書要旨】
 マネーロンダリング、消費者保護、支払システムの機能、課税、サイ
バーセキュリティ等観点から、民間デジタル通貨がもたらすリスクに
対するG7の懸念を改めて表明

 高リスクとみなされるプロジェクトの禁止を含む、暗号通貨への共通
アプローチの開発を促進

 欧州連合からECBに対し消費者デジタル通貨の調査を推奨
 金融当局が暗号通貨の標準化された規制を構築する必要性を提示

【主張内容要旨】
 暗号ベースのデジタルユーロ（crypto-based digital 

Euro）の当局による創設及び開発のための協力を要請
• IoT支払い、顧客の利便性とコスト、
競争力維持のためにデジタルマネー
がどのように必要であるかを概説

• 「プログラム可能」通貨と暗号通貨及び
アカウントベース通貨区別のための計画についても提示

※1 当協会には、Commerzbank、Deutsche Bank、FinLeap、UniCredit Bank 等銀行を含む

ECBは、デジタルユーロの機能・望ましい姿について調査を実施して
おり、来年結論を提示予定。また12月のEU財務大臣会合において、
当テーマに関するECBの作業を歓迎する共同声明の発行を予定

但し上記提案については、現在の殆どのプロジェクトが
EU圏外で実施され、EUにおいて当分野の具体的な規制も
未整備である等、制度的な支持獲得には課題あり

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイナ
ンス

欧州 EUの持続可

能な財政行
動計画：官僚
主義か突破
口か

4月11日 欧州委員会がサステイナブルファイナンスに関する10項目の行動計画を策定
し1年が経過。グリーンボンドに関する議論が活発化

 サステイナブルファイナンスに関するTEG(技術専門家グループ)が結成され、EUの
グリーンボンド基準を含む4立法案を策定
 立法案：

• 経済活動が環境的に持続可能かを判断するためのEU分類システム
• EUのグリーンボンド基準
• 低炭素投資戦略のベンチマーク
• 気候関連の企業開示を改善するためのガイダンス情報

 TEG概要：
• 民間機関、学術機関、ビジネス機関の35メンバーが参加
• 2019年6月まで運営予定だが、年末まで延長する可能性有

 EUのグリーンボンド基準の策定にあたり、CD ISO 14030-Green Bondsが参考文
献となり認証手順や認定基準に関するレビューを実施

Citywire

Selector

European

Commission

(EC)

https://citywire

selector.com/n

ews/eus-

sustainable-

finance-action-

plan-

bureaucracy-

or-

breakthrough/a

1219964  

https://ec.euro

pa.eu/info/publ

ications/19030

6-sustainable-

finance-

interim-teg-

report-green-

bond-

standard en
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【情報収集結果抜粋】ファイナンス分野の標準化動向（1/6）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（1/6）

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://citywireselector.com/news/eus-sustainable-finance-action-plan-bureaucracy-or-breakthrough/a1219964
https://ec.europa.eu/info/publications/190306-sustainable-finance-interim-teg-report-green-bond-standard_en
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイナ
ンス

欧州 持続可能な
金融に関す
る技術専門
家グループ
（TEG）

6月18日 欧州委員会が、「Report on EU Green Bond Standard」及び 「Interim 

report on Climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures」
を発行

 Report on EU Green Bond Standard概要：
• EU Green Bond Standardの範囲、目的、定義、原則を記載
• 外部機関による認定制度を提案、定着に向けた取り組みを説明

 Interim report on Climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures

概要：
• Regulation (EU) 2016/1011の改訂決定に基づき、2種類の気候
ベンチマークの技術的要件及び、テンプレートを含めたESG開示に
ついて記載

• 6週間のフィードバック募集後、9月に最終版を発行予定

欧州委員会
(EC)

https://ec.europ

a.eu/info/public

ations/sustaina

ble-finance-

technical-

expert-

group en

32

【情報収集結果抜粋】ファイナンス分野の標準化動向（2/6）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（2/6）

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイナ
ンス

欧州 環境金融の
未来をどの
ように形づく
ることができ
るか

6月21日 欧州委員会がEUにおける持続可能な金融の将来に関わる多数の文書を発
表しており、うち2つの文書においては、ISO規格の開発にも言及
（6月18日）
 ISO規格開発に関係する下記2つの文書についてECOSはそれぞれ見解を発表

 「企業の気候関連情報報告に関するガイドライン」に対する見解：
• ECOSは本ガイドラインの内容を歓迎
• ECOSが関与中のISOの作業部会において、「パリ協定の長期的な気候
目標への貢献を目指す金融機関向けの規格」を開発中であり、ECOSは
本ガイドラインの国際的な使用を推進予定

 「環境的に持続可能な経済活動のための分類学に関する技術専門家グループ
のレポート」に対する見解：

• 本レポートは欧州委員会技術専門家グループ（TEG）による、「気候にやさ
しい活動」の分類法を含むが、ECOSは森林破壊を助長する内容が含ま
れるとして批判

• 上記の分類法は未完成だが、完成後には欧州委員会により採用予定
• ECOSが草案作成に関与している「Green Debt Instruments」に関する

ISO規格にも、分類法の内容が反映される可能性があるため、ECOSは今
後の動向を注視

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecosta

ndard.org/new

s events/sha

ping-the-

future-of-

environmental

-finance/
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【情報収集結果抜粋】ファイナンス分野の標準化動向（3/6）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（3/6）

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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ファイナ
ンス

ドイツ 持続可能な
グリーンファ
イナンスと投
資

5月6日 DINは環境保護の原則に関するDIN規格委員会内に持続可能で環境にやさ
しい資金調達と投資に関する新WGを設置

 目的：
• 投資の持続可能性と資金調達の分野におけるより広い分野の作業を網羅

 活動内容：
• 持続可能な資金調達、環境に優しい金融商品、資産の環境パフォーマン
ス、及び気候変動に関連する投資に焦点を当て、国際的なISO及びCEN

委員会の作業を反映
• ISO / TC 207環境マネジメントのワーキンググループでの討議内容や、

ISO / TC 322サステイナブルファイナンスにおける討議内容を
反映

ドイツ規格協会
(DIN)

https://www.di

n.de/de/din-

und-seine-

partner/press

e/mitteilungen

/nachhaltig-

und-gruen-

finanzieren-

und-

investieren-

329952
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https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/nachhaltig-und-gruen-finanzieren-und-investieren-329952


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイナ
ンス

インド
ネシア

イスラム金融
が新たな

国際的機会
を創出する
方法

5月1日 法律事務所McCarthy Denningのイスラム金融のパートナーでグローバル
責任者であるSheikh Bilal Khan氏は、イスラム金融の動向、
グリーンファイナンスへの応用について言及

 イスラム金融によるグリーンで持続可能な資金調達は急速な発展の後押しとして
重要であり、国連の持続可能な開発目標にも沿った価値提案であることを紹介

 Sukukを含むイスラムグリーンファイナンスへの関心が世界中で高まっており、気
候変動対策への投資、イスラム金融商品を開発・促進のため、Climate Bonds 

Initiative、Clean Energy Business Council、及びGulf Bond and Sukuk 

Associationが共同でGreen Sukuk and Working Partyを設立
 2018年に、最初のソブリングリーンスクークがインドネシア政府によって発行され
たことを紹介

Financial 

Director

https://www.fi

nancialdirecto

r.co.uk/2019/0

5/01/how-

islamic-

finance-

creates-new-

international-

opportunities/

インド
ネシア

中国が新興
市場でグリー
ンボンドを
リード

5月8日 2017年にASEANグリーンボンド基準が導入されて以来、東南アジア諸国連
合もグリーンボンド市場でより重要な役割を果たし始めたことを紹介

 特にインドネシアは、2018年に12億5000万ドルのソブリングリーンスクークボンド
を発行し、2019年2月には7億5000万ドルのソブリングリーンスクークボンドを発行
したことに言及

China Daily
http://www.chi

nadaily.com.c

n/a/201905/08

/WS5cd2295a

a3104842260

ba66d.html
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https://www.financialdirector.co.uk/2019/05/01/how-islamic-finance-creates-new-international-opportunities/
http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/08/WS5cd2295aa3104842260ba66d.html
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ファイナ
ンス

ASEAN 見落とされが
ちなアセアン
の見通し

5月23日 ASEANにおけるグリーンボンド市場の動向・見込みについて紹介
 アセアン資本市場フォーラム(Asean Capital Markets Forum: ACMF)はアセアング
リーンボンド基準(Asean Green Bond Standards)を導入(2017年)

 その後当組織はさらに2つの基準－Asean Social Bond Standards及び
Sustainability Bond Standardsを発表(2018年)

 ACMFのウェブサイトによると、3月11日現在まで9回の発行を実施
(参考)RHB Asset Management Sdn Bhdのマネージングディレクター兼地域責任
者のEliza Ong氏は、今後もこれらグリーンボンド発行に対する継続的な需要があり、
2016年から2030年までに年間2,000億米ドルのグリーン投資を必要とすると推測

The Edge 

Markets

https://www.th

eedgemarkets

.com/article/c

over-story-

good-

prospects-

overlooked-

asean

マレー
シア

Maybankが
イスラム銀行
における
湾岸協力理
事会（GCC）
との連携を
要求

6月6日 MaybankのCEO Datuk Mohamed Rafique Mericanが、グリーンスクーク
について、今年のトレンドではあるが、今後の成長についての予測は避けた
いと発言
 グリーンスクークは、遵守基準が高いため、発行者の意志により将来は変わるが、投
資家間のESGへの意識が高く将来的に増加すると考えられる。再生エネルギーの需
要増加に伴いグリーンスクーク需要も増加することにも言及

 また、マレーシアは、グリーンイスラム差異市場のリーダーであり続けると発言
• マレーシアは、グリーンスクークにおける影響力が大きい。Tadau Energy Sdn 

Bhd が世界初のグリーンスクークを発行、Quantum Solar Park 

Semenanjung Sdn Bhdが世界で二番目に発行。これら機関は、2017年はそ
れぞれ2億5,000リンギット、10億リンギットのグリーンスクークを発行

The Star Online
https://www.th

estar.com.my/

business/busi

ness-

news/2019/06

/06/maybank-

wants-to-link-

up-gulf-

cooperation-

council-

aasean-with-

islamic-

banking/
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https://www.theedgemarkets.com/article/cover-story-good-prospects-overlooked-asean
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/06/06/maybank-wants-to-link-up-gulf-cooperation-council-aasean-with-islamic-banking/
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ファイナ
ンス

マレー
シア

マレーシア企
業が小規模
水力建設の
資金調達の
ためにグリー
ンスクークを
発行

8月6日 マレーシア企業が世界初の小規模水力建設の資金調達のための
グリーンスクークを発行
 マレーシアのTelekosang Hydro One Sdn Bhdは18年債のグリーンスクークを発行し、
水力発電所の建設資金を調達

 Telekosang向けグリーンスクーク概要：
• マレーシア証券委員会の持続可能及び責任投資スクークフレームワーク、

ASEANグリーンボンド基準、及びグリーンボンド原則の要件に沿った世界
初の小規模水力プロジェクト向けのスクークとして発行

Hydro Review https://www

.hydroworld

.com/article

s/2019/08/

malaysian-

company-

issues-

green-

sukuk-to-

finance-

small-

hydro-

constructio

n.html
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https://www.hydroworld.com/articles/2019/08/malaysian-company-issues-green-sukuk-to-finance-small-hydro-construction.html
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ファイナ
ンス

国際 EP4  - プロ
ジェクトファイ
ナンスにおけ
る環境と
社会的責任
のための
新たな展望

7月30日 赤道原則協会（EPA）は、第四次改訂版赤道原則（EP4）を発表
 第四次改訂赤道原則概要：

• 大規模プロジェクトによる環境及び社会リスクを評価管理する民間金融機
関共通の10原則を規定
• 原則1：レビュー、およびカテゴリー付与
• 原則2：環境・社会アセスメント
• 原則3：適用される環境・社会基準
• 原則4：環境・社会マネジメントシステムと、エクエーター原則/赤道原則
アクションプラン

• 原則5：ステークホルダー・エンゲージメント
• 原則6：苦情処理メカニズム
• 原則7：独立した環境・社会コンサルタントによるレビュー
• 原則8：誓約条項（コベナンツ）
• 原則9：独立した環境・社会コンサルタントによるモニタリングと
報告の検証

• 原則10：情報開示と透明性
• 赤道原則協会（EPA）が管理及び改訂を実施し、主に4つの分野において、
内容を改訂
• i）社会的影響と人権、ii）気候変動、iii）適用範囲の拡大、iv）赤道原則
（「EP」）の適用先を決定するための「指定国」の使用

 原則策定に際しての関与者：
• 37か国、計97の金融機関

 背景：
• 2002年、国際金融公社（IFC）及び蘭ABNアムロ銀行が策定呼びかけ、米
シティバンク、英バークレイズ、独ウェストエルビー、及びNGOを巻き込み
策定

• 2003年、赤道原則を正式発表、欧米主要銀行10行が採択
• 2006年、2012年に改訂を実施

JD Supra https://www

.jdsupra.co

m/legalnew

s/ep4-new-

horizon-for-

environmen

tal-and-

69343/

38

【情報収集結果抜粋】ファイナンス分野の標準化動向（2/3）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（2/8）

ファイナンステーマ別情報詳細

1-a

出所：公開情報に基づきDTC作成
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ファイナ
ンス

国際 国際NGO74
機関、エク
エーター原
則第四版案
にパブコメ提
出。協会へ
の苦情通報
制度導入を
要請

8月29日 国際NGO等79機関は、銀行向けのプロジェクトファイナンス分野での
環境・社会配慮に関する国際ガイドライン「赤道原則 第四版」（EP4）案に対
するパブリックコメントを提出（8月22日）

 パブリックコメント要旨：
• 同原則の署名金融機関を指す「EPFI」が、同原則に違反していると
考えられる際に、第三者がエクエーター原則協会（EPA）に苦情
申し立てを通報できる制度の導入を要請
• 現状案では、EPFIが同原則に違反した場合に、EPAに対し苦情
申し立てする仕組みが盛り込まれておらず、深刻な環境、社会
課題への対処には効果的でない旨を指摘

• エクエーター原則と国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）の整合
性の重要性にも言及
• UNGPに準拠することで、EPFIのプロジェクトファイナンス時のデューデ
リジェンスとリスクマネジメントを促進し、財務や法務
リスク軽減に繋がる旨を指摘

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejapa

n.jp/2019/0

8/29/ep4-

draft-

review/418

64

39

【情報収集結果抜粋】ファイナンス分野の標準化動向（3/3）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（3/8）

ファイナンステーマ別情報詳細

1-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://sustainablejapan.jp/2019/08/29/ep4-draft-review/41864
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ファイナ
ンス

中国 中国「デジタ
ル通貨の準
備できた」
仮想通貨リ
ブラ発表から
2ヵ月足らず

8月11日 中国人民銀行幹部が、中国は独自のデジタル通貨の準備ができていると発言
 中国人民銀行は5年の研究の末ブロックチェーンを使うデジタル通貨の開発に
成功

• 中国人民銀行と商業銀行の階層からなる運用システムを保持
• 開発されているデジタル通貨は、小規模で頻繁に経済活動を行う小売業者
にとって使いやすいデザインを志向

コインテレグラフ
日本版

https://jp co

intelegraph.

com/news/c

hinas-

digital-

currency-is-

ready-

central-

bank-says

中国はFBの
Libraに先ん
じてデジタル
通貨を開始
するために
競争

8月20日 China Dailyが発出したレポートでは、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の検討
がFacebookの暗号通貨Libraの発表の影響を受けている可能性があること
を指摘(8月20日)
 金融技術の専門家はLibraの発表が中国の規制当局間における議論を引き起こし、

CBDCにおける試験により多くの非政府機関が関与するきっかけになったと指摘
 CBDC現状：

• 中国人民銀行はCBDCを開始する準備がほぼ完了した旨8月11日週に公
表

• CBDCにおいて現在試験が進行中であり、関連機関により本プロジェクトに
対する複数のアプローチによる試験を実施

• 順調に進行した場合、中国人民銀行はCBDCをLibraよりも早く市場に投入
可能であると予想

Cointelegraph https://coint

elegraph co

m/news/chi

na-is-

racing-to-

launch-a-

digital-

currency-

ahead-of-

fbs-libra
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https://jp.cointelegraph.com/news/chinas-digital-currency-is-ready-central-bank-says
https://cointelegraph.com/news/china-is-racing-to-launch-a-digital-currency-ahead-of-fbs-libra
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ファイナ
ンス

中国 中国人民銀
行の仮想通
貨11月の
「独身の日」
に発行か
アリババ・テ
ンセントなど
が最初に使
用

8月28日 フォーブスは、中国人民銀行の独自仮想通貨を最初に使用するのは、
アリババやテンセント等7企業であると報道

 最初に通貨の使用が見込まれる7企業：
• アリババ、テンセント、ユニオンペイ、中国工商銀行、中国農業銀行、中国
銀行（その他1社については名称不明）

 将来的には米国において中国人民銀行の独自仮想通貨を使用可能とすることも視野
に入れているとの情報有（中国政府関係者による）

Coin Telegraph 

Japan

https //jp.co

intelegraph.

com/news/

alibaba-

tencent-

among-the-

institutions-

who-first-

receive-

the-

cryptocurre

ncy-issued-

by-chinese-

central-

bank
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ファイナ
ンス

中国 中国は、新し
いデジタル
通貨がFB

Libraといくつ
かの類似点
を保持

9月6日 Business Standardは、中国が提案予定の新規デジタル通貨はFacebook
のLibraコインと類似しており、WeChatやAlipayなどの
主要な決済プラットフォームで使用可能と発表

 中央銀行の上級役員によるコメント：
• 新しいデジタル通貨は中央銀行発行の紙幣と同じくらい安全
• また、インターネットに接続せずとも使用可能であり、TencentのWeChatや

AlibabaのAlipayでも使用可能

Business 

Standard

https://www

.business-

standard co

m/article/int

ernational/c

hina-says-

new-digital-

currency-

to-have-

some-

similarities-

to-fb-s-

libra-

119090600

372 1.html

中国のデジ
タル人民元、
極秘の中で
開発進行中

9月9日 中国国営メディアであるチャイナデイリーが、中央銀行デジタル通貨（CBDC）
向けの「閉ループ試験」が開始（9月4日）されたことを報道

 閉ループ試験概要：
• 支払いシナリオのシミュレーションを目的に、一部の企業や非政府
組織が参加し試験実施

coindesk 

JAPAN

https://www

.coindeskja

pan.com/19

366/

42

【情報収集結果抜粋】ファイナンス分野の標準化動向（3/5）

ファイナンステーマ別情報詳細

1-b

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（6/8）

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.business-standard.com/article/international/china-says-new-digital-currency-to-have-some-similarities-to-fb-s-libra-119090600372_1.html
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ファイナ
ンス

米国 米国議会は
Facebookの
Libraに対し、
一時停止を
要求

7月3日 米国下院の金融サービス委員会は、フェイスブックとそのパートナーに対し、
Libraの開発を中止するよう要請

 概要：
• 7月2日、FacebookのCEO Mark Zuckerberg及びDavid Marcus、COOの

Sheryl Sandbergに対し書簡を送付、Facebookとそのパートナーに対し、
暗号通貨LibraとデジタルウォレットCalibraの開発一時
停止に同意することを要求
• 当該書簡に対し、30以上の団体が署名

• 同委員会は、当該プロジェクトがスイスを本拠地とし、米国の金融政策とド
ルに匹敵することを意図した全く新しい世界的な金融システムを生み出す
可能性があると主張

• また、Facebookの20億人以上のユーザーだけでなく、投資家、消費者、そ
してより広い世界経済にとって、プライバシー、取引、国家安全保障、そして
金融政策の深刻な懸念を引き起こす可能性を指摘

Cointelegraph https://coint

elegraph co

m/news/us-

congress-

requests-

moratorium

-on-

facebooks-

libra-

stablecoin

タイ タイ銀行は、
セキュリティ
に関して
懸念されて
いるLibraに
関する議論
を歓迎

7月20日 タイ銀行は、セキュリティが懸念されるFacebookのLibra stablecoinに関す
る議論を歓迎

 Veerathai Santiprabhobタイ銀行総裁発言要旨：
• 「Facebookはすでに何度もタイ銀行と連絡を取り、Libraの白書を研究する
ための新しいチームを設立している。タイ中央銀行はすべての新しいデジタ
ルマネーを監視しており、特定の金融サービスに恩恵を与えることはない。
金融サービスのセキュリティが最優先事項」

Cointelegraph https://coint

elegraph co

m/news/ba

nk-of-

thailand-is-

open-to-

discuss-

libra-

concerned-

over-

security
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https://cointelegraph.com/news/us-congress-requests-moratorium-on-facebooks-libra-stablecoin
https://cointelegraph.com/news/bank-of-thailand-is-open-to-discuss-libra-concerned-over-security
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ファイナ
ンス

フラ
ンス/

ドイツ

Libraに関す
る共同声明

9月13日 フランス及びドイツ政府は、米Facebookの暗号通貨Libraに関し、
リスク対応が不十分であり使用を認めない方針とする共同声明を発表

 背景：
• Facebookは、2020年にLibraの利用開始を目指し計画を推進

 声明概要：
• Facebookの計画内容については、投資家保護、マネーロンダリング、テロ
資金への流用等のリスク対応が不十分であり、欧州での運用は認められ
ない旨を表明

Ministère des 

E'conomie et 

des Finances 

(MINEFI)

IT Media

https://mine

fi.hosting.a

ugure.com/

Augure Mi

nefi/r/Conte

nuEnLigne/

Download?i

d=06ECAF

EF-3E04-

4CCC-

A694-

D929DD45

90A4&filen

ame=1417

%20-

%20Joint%

20statemen

t%20on%2

0Libra%20f

inal pdf

https://www

.itmedia.co.

jp/news/arti

cles/1909/1

7/news054.

html

シンガ
ポール

シンガポー
ルのMASは
フェイスブッ
クのLibraに
よる世界
金融への
影響を懸念

9月21日 シンガポールの金融管理局（MAS）は、フェイスブックの仮想通貨Libraの
普及によるリスクを懸念し、関連規制策定に向けては、引き続き世界各国の
金融庁と連携し情報共有していく旨言及

Crowdfund 

Insider

Financial Times

https://www

.crowdfundi

nsider com/

2019/09/15

1845-

singapores-

monetary-

authority-

head-ravi-

menon-

says-libra-

raises-

global-

financial-

risks/

https://www

ft com/cont

ent/785289

0e-da78-

11e9-8f9b-

77216ebe1

f17
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https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=06ECAFEF-3E04-4CCC-A694-D929DD4590A4&filename=1417%20-%20Joint%20statement%20on%20Libra%20final.pdf
https://www.economie.gouv.fr/presse/communiques?page=0
https://www.crowdfundinsider.com/2019/09/151845-singapores-monetary-authority-head-ravi-menon-says-libra-raises-global-financial-risks/
https://www.ft.com/content/7852890e-da78-11e9-8f9b-77216ebe1f17
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ファイナ
ンス

欧州 EUは
「グリーン」
投資とは
何かに取り
組む

10月23日 EU諸国と欧州議会は、持続可能な投資に関する基準設定を巡り交渉を開始
（10月23日）

 背景：
• 欧州委員会は、「グリーンウォッシング」に取り組む法律を提案
（2018年5月）

 概要：
• 石油、石炭、核燃料を「グリーン」とみなすか否が争点
• 欧州議会は持続可能な取組みと持続可能でない取組みの明確な
区別を企図
• 石炭等の化石燃料を持続可能でないものと分類する等、リストの作成を
予

• 欧州理事会及び欧州委員会は、明確な区別を行わず、より広範な
法律策定を主張

• 原子力発電を持続可能である取組みとする可能性
 今後の予定：

• 欧州評議会と欧州議会は、規制と一般法の早期制定（～2021年末）及び
施行（～2022年末）を計画

Reuters https://www

.reuters co

m/article/eu

-climate-

finance/eu-

to-wrestle-

with-what-

is-green-

investment-

idUSL2N27

70C0
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.reuters.com/article/eu-climate-finance/eu-to-wrestle-with-what-is-green-investment-idUSL2N2770C0
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ファイナ
ンス

欧州 グリーンファ
イナンスの
規制を検討
している欧州
連合-41兆
ドルの市場

11月27日 EUは、グリーンファイナンス市場の規制を検討
 検討内容：

• グリーンボンド、ファンド、その他関連商品の分類法の確立
• 原子力エネルギーの扱いを含むグリーン投資の定義の確立

THE STRAITS 

TIMES

https://www

.straitstime

s.com/busi

ness/europ

ean-union-

looking-to-

regulate-

green-

finance-a-

41-trillion-

market

Philipp 

Paech博士
が議長を務
めるフィン
テックと規制
に関するEU
専門家
グループの
報告書

12月16日 EU金融イノベーションへの規制上の障害に関する専門家グループは、
報告書「Thirty Recommendations on Regulation, Innovation and 

Finance」を発表
 報告書の要旨：

 AIや分散型台帳技術などのイノベーティブな技術によりもたらされるリスク
への対応が必要

 金融サービス業界が新技術を活用するにあたり、EUの細分化を除去し、
異なる参加者間での公平な競争環境を確保することが必要

 フィンテックによりもたらされる機会と情報保護を両立することが必要
 金融包摂と倫理的なデータ利用の観点から、フィンテックが消費者に与える
影響を検討することが必要

 （参考）専門家グループ概要：
 2018年に欧州委員会により設立

London School 

of Economics 

and Political 

Science (LSE)

http //www.l

se.ac.uk/la

w/news/201

9/paech-eu-

regulatory

46

【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(2/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（2/13）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-a
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https://www.straitstimes.com/business/european-union-looking-to-regulate-green-finance-a-41-trillion-market
http://www.lse.ac.uk/law/news/2019/paech-eu-regulatory
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ファイナ
ンス

欧州 サスティナブ
ル金融：欧州
委員会は、
EU横断的な
持続可能な
投資のため
の分類シス
テム（タクソノ
ミー）を歓迎

12月18日 欧州委員会は、欧州議会及び欧州理事会が合意に達した経済活動の
持続可能性に関する分類システム（EUタクソノミー）を歓迎

 EUタクソノミーの概要：
 環境の側面から持続可能な経済活動を定義、分類
 EU横断的に持続可能な経済活動を定義、分類することで、グリーン投資を
推進

 EUタクソノミーの環境目的：
 気候変動緩和
 気候変動適応
 水・海洋資源の持続可能な利用と保護
 循環型経済への移行
 汚染予防と管理
 生物多様性と生態系の保護と回復

 EUタクソノミーに適合するための4条件：
 6の環境目的のうち一つ以上に実施的に貢献
 他の環境目的に著しい悪影響を与えない
 強固で科学的根拠に基づく技術スクリーニング基準を順守
 最低限の社会、ガバナンス上のセーフガードを順守

 当合意はグリーン投資の一般枠組を規定するもので、持続可能な経済活動の
リストはサスティナブル金融に関する技術専門グループ（TEG）により審査される予定

European 

Commission

https //ec.eu

ropa eu/co

mmission/pr

esscorner/d

etail/en/ip 1

9 6793
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6793
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ファイナ
ンス

欧州 欧州委員会
は、金融
サービス業
界のサステ
イナビリティ
に関する
情報開示に
関する規制
を発行

12月24日 EUにより金融サービスプロバイダーに対するサステイナビリティに関する情報
開示を求める規則が発行
 EUは、ポートフォリオマネジメントサービスなどを提供する金融サービスプロバイダー
に対し、サステイナビリティに関する情報開示を求める規則を発行

 規制の主な内容：
 投資の意思決定や助言にあたってのサステイナビリティリスクの考慮に関
する情報をウェブサイトに掲載する義務

 当該事業者の投資によるサステイナビリティに関する負の影響をウェブサ
イトに掲載する義務

 サステイナビリティリスクの考慮に関し、契約前に情報開示する義務
 報酬規程がサステイナビリティリスクの考慮とどの様に一貫性があるかを
ウェブサイトに掲載する義務

JD Supra
https //www.

jdsupra.com

/legalnews/

european-

commission

-publishes-

32518/

欧州銀行
監督局は、
サスティナブ
ル金融に関
するアクショ
ンプランを
発表

12月 欧州銀行監督局（EBA）は、サスティナブル金融に関するアクションプランを発
表
 EBAはサスティナブル金融に関するアクションプランにおいて、ESGに関連するEBAの
アプローチや報告書、勧告、ガイドライン、技術企画など、欧州委員会によりEABに委
任された活動や成果物の大枠を提示

 EBAは今後5年に亘りESGリスクモニタリングなど個々の文書等を発行するとともに、
EUによるサステイナブル金融のプラットフォームに参加する予定

Jones Day
https //www.

jonesday.co

m/en/insight

s/2019/12/e

ba-issues-

action-plan-

on-

sustainable-

finance
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https://www.jdsupra.com/legalnews/european-commission-publishes-32518/
https://www.jonesday.com/en/insights/2019/12/eba-issues-action-plan-on-sustainable-finance
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ファイナ
ンス

欧州 EUのサステ
イナブル
金融にとって
大きな前進

12月27日 EUは気候変動対策を進めるためClimate-Related Benchmarks 

RegulationやEUタクソノミーを発表したほか、欧州銀行監督局（EBA）はサス
テイナブル金融に関するアクションプランを発表

 背景：
 EUは、サステイナブル金融を推進するため2018年にEU Action Planを採
択

 EUによるサステナビリティ金融に関する最近の取組：
 Climate-Related Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2019/2089)
の発行
 既存のBenchmark Regulation (Regulation (EU) 2016/1011) を改正
する規制であり、12月9日に発行

 ベンチマークの2タイプを規定
 EU Climate Transition Benchmarks

 EU Paris-aligned Benchmarks

 対象となる資産は、気候変動への対応度合に応じて選定、加重、除外さ
れる必要

 EUタクソノミーへの合意
 EUにおけるサステナビリティ関連の活動を分類したシステムであり、欧
州議会と欧州理事会が12月18日に合意

 サステイナブル金融に関するアクションプランの発行
 EBAのサステナビリティ金融に関する作業計画であり12月6日に発行
 銀行のESGリスクモニタリングなどを実施する予定

JD Supra
https //www.

jdsupra.com

/legalnews/

major-

steps-

forward-for-

eu-

sustainable-

22520/
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https://www.jdsupra.com/legalnews/major-steps-forward-for-eu-sustainable-22520/
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ファイナ
ンス

中国 ISO持続
可能な金融
技術委員会
（ISO / TC 

322）の第2
回全体会議
が深圳で
開催

12月11日 ISO持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322 Sustainable finance）の第
2回総会が開催（12月6日＠深圳）
 総会に先立ち、ISO / TC 322用語ワーキンググループ、持続可能な金融枠組みワー
キンググループ、会長諮問グループ及び調査グループがワーキンググループ会議を
開催（12月1日～5日）

 総会では、清華大学のグリーンファイナンス開発研究センターの専門家による持続可
能なファイナンスの重要な用語の収集に関する国際規格がISO 32220の事前作業プ
ロジェクトとして正式に登録 （2020年7月までに承認および発行予定

 参加者：
• 中国、英国、日本、スイス、シンガポール、米国、ネパール、及びリエゾン組
織から40人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https //www.

cnis.ac.cn/g

jbzh/gjdt/20

1912/t2019

1211 4914

6.html

国際標準化
機構持続可
能な金融技
術委員会
（ISO / TC 

322）の第2
回全体会議
が深圳で
開催

12月17日 ISO持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322 Sustainable finance）の第
2回総会が開催（12月6日@深圳）

 会議概要：
 中国、英国、日本、スイス、シンガポール、米国、ネパール、リエゾン組織の

40人以上の代表者が会議に出席
 総会に先立ち、各WG会議を開催（12月1～5日）

 協議内容：
 清華大学のグリーンファイナンス開発研究センター専門家が率いる
持続可能なファイナンスの重要な用語の収集に関する国際標準が、ISO 

32220事前作業プロジェクトとして正式に登録
（2020年7月までに承認・発行予定）

全国金融標準化
技術委員会
（SAC/TC180）

http //www.c

fstc.org/jinbi

aowei/2929

436/297569

2/index.html
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https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201912/t20191211_49146.html
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975692/index.html
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ファイナ
ンス

中国 持続可能な
金融の国際
標準に関す
る公開セミ
ナーが深圳
で開催

12月17日 ISO持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322 Sustainable finance）の第
2回全体会議の一部として、持続可能な金融の国際標準に関する
公開セミナーを開催（12月5日＠深圳）

 セミナー概要：
 国家金融標準化技術委員会（SAC / TC 180）、中国金融協会のグリーン
ファイナンス専門委員会が監督

 持続可能な金融の標準要件、持続可能な金融標準の適用事例、持続可能
な金融の国際標準の市場要件、実施モデル等について協議

 関連国際標準の開発の加速及びISOの持続可能な金融分野における中国
の影響力を高めることを企図

全国金融標準化
技術委員会
（SAC/TC180）

http //www.c

fstc.org/jinbi

aowei/2929

436/297569

8/index.html
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【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(7/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（7/13）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975698/index.html
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイナ
ンス

国際 EU、中国、
その他の国
は「グリーン」
投資資金を
調整するた
めにチーム
を組む

10月19日 EU、中国を含むInternational Platform on Sustainable Finance (IPSF)
のメンバーは、民間及び公共のグリーン投資規則及び基準を策定（10月18
日）

 International Platform on Sustainable Finance (IPSF)概要：
• 欧州委員会（EC）が主導し、持続可能な経済への世界的な移行を
目指す取り組み

• EU、アルゼンチン、カナダ、チリ、中国、インド、ケニア、モロッコの
関係機関が参加
• メンバー国全体で世界GDPの44％を占め、同量の二酸化炭素
排出削減量の義務を負担

• 特に、世界の持続可能な投資に関する規則及び基準の調和を行うことによ
り、民間資本のグリーン投資を促進するため、3つの活動内容を規定
• 持続可能な金融のベストプラクティス情報の交換と普及
• 持続可能な金融の国際的な拡大に向けた障壁と機会の特定
• 持続可能な金融問題に関する国際的な協力の調整及び強化

Reuters

European 

Commission

(EC)

https://www

.reuters co

m/article/us

-imf-

worldbank-

green-

investment/

eu-china-

others-

team-up-to-

coordinate-

green-

investment-

financing-

idUSKBN1

WX2IE

https://euro

pa eu/rapid

/press-

release Q

ANDA-19-

6116 en ht

m

【国際】CBI、
中央銀行に
気候変動緩
和策を提言。
量的緩和で
のグリーン
資産優先
購入やブラ
ウン・タクソノ
ミー等

10月20日 CBIは各国の中央銀行と金融当局に対し、気候変動リスク対策での主導的な
役割を提言するレポートを発表（10月16日）

 レポートへの協力機関：
• 世界自然保護基金（WWF）
• 英ロンドン大学（SOAS）サステナブルファイナンス・センター

 レポート内容：
• 中央銀行及び金融当局に対し、金融システミックリスクを懸念する立場とし
て、気候変動によるシステミックリスクを避けるため、ファイナンスを受ける
べきではないセクター等を定義した「ブラウン・タクソノミー」を作成すべきと
提言

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejapa

n.jp/2019/1

0/20/cbi-

central-

banks/4313

2
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【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(8/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（8/13）

ファイナンステーマ別情報詳細

1-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.reuters.com/article/us-imf-worldbank-green-investment/eu-china-others-team-up-to-coordinate-green-investment-financing-idUSKBN1WX2IE
https://sustainablejapan.jp/2019/10/20/cbi-central-banks/43132
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(機関・団体名／URL)

ファイナ
ンス

国際 【国際】
中銀・金融当
局連合
NGFS、
中央銀行の
ESG投資
ガイダンス
発行。気候
変動は金融
リスクの
発生源

10月20日 NGFS(Network for Greening the Financial System)は、中央銀行が保有
する投資ポートフォリオ・マネジメントにおいてサステナビリティを考慮すること
を提言するとともに、中央銀行のポートフォリオ・マネジメントのためのESG責
任投資ガイダンスを発行(10月17日)

 NGFS(Network for Greening the Financial System)概要：
• 気候変動に関する金融リスクを検討するための中央銀行・金融当局ネット
ワーク

• 英イングランド銀行、ドイツ連邦銀行/独連邦金融監督庁（BaFin）、
フランス銀行/仏健全性監督機構（ACPR）、オランダ銀行、スウェーデン金
融監督機関、中国人民銀行、シンガポール通貨金融庁、メキシコ
銀行の中央銀行の8行により発足

• EUが進めているTCFD提言の金融監督行政への反映へ、低炭素経済分
野のタクソノミーを支持するとともに、中央銀行自身の投資ポートフォリオ運
用でもESG投資を推進することを提唱

 ガイダンス内容：
• 気候変動は金融リスクの発生源と明言
• NGFSの加盟国・地域からのアンケート調査を実施し、それらをケーススタ
ディとして記載し、中央銀行がESG投資を実現するための5つの戦略を明
記

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejapa

n.jp/2019/1

0/20/a-

sustainable

-and-

responsible

-

investment-

guide-for-

central-

banks/4313

5
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【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(9/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（9/13）

ファイナンステーマ別情報詳細

1-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://sustainablejapan.jp/2019/10/20/a-sustainable-and-responsible-investment-guide-for-central-banks/43135
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ファイナ
ンス

中国 中国が2020
年1月に
発効する「暗
号法」を初め
て可決

10月26日 中国は、暗号化を規制する「中国共和国暗号法」を可決（10月26日）
 背景：

• 法律の草案が公開（5月7日）
 法律概要：

• 公共の暗号化作業を主導する中央暗号化機関の役割を確立し、暗号の定
義や事業者のルール、違反行為に対する罰則等、業者向けの
ガイドラインを規定

• 暗号を国家機密に相当する「中核暗号」および「一般暗号」と、
ビジネスに活用される「商業用暗号」に分け、輸出入における規制や国際
標準づくりの奨励等も明確化

 今後の予定：
• 2020年1月1日より発効予定

Cointelegraph

仮想通貨Watch

https://coint

elegraph co

m/news/chi

na-passes-

first-ever-

crypto-law-

going-into-

effect-

january-

2020

https://crypt

o.watch im

press.co.jp/

docs/news/

1215987 ht

ml

Facebookの
Libraが
衰退する中、
中国は独自
のデジタル
通貨の発売
を準備

10月29日 中国は、世界初の政府支援デジタル通貨の発行を準備中
 背景：

• 中国の習近平国家主席は、標準化に関する研究を含むブロックチェーン技
術の推進を指示（10月24日）

• 暗号化を規制する新しい法律を可決（10月26日）
 Li Wei氏（中国人民銀行技術責任者）発言要旨：

• 「商業銀行はデジタル通貨のバックボーンであるブロックチェーン技術の使
用を増やすべきである」

Fortune https://fortu

ne.com/201

9/10/29/chi

na-digital-

currency-

facebook-

libra-

languishes/
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【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(1/4)

ファイナンステーマ別情報詳細

1-b

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（10/13）

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://cointelegraph.com/news/china-passes-first-ever-crypto-law-going-into-effect-january-2020
https://fortune.com/2019/10/29/china-digital-currency-facebook-libra-languishes/
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ファイナ
ンス

欧州 ドイツの200
以上の民間
銀行を代表
するロビーグ
ループがデ
ジタルユーロ
を呼びかけ

11月4日 ドイツ銀行協会は、デジタル版ユーロの発行と欧州共通決済プラットフォーム
の開発を呼びかける文書を発表（10月30日）

 ドイツ銀行協会概要：
• 1951年に設立
• ドイツ銀行、クレディ・スイス、コメルツ銀行を含む200以上の民間銀行が参
加

 文書概要：
• デジタルユーロは、顧客の利便性、コスト及びトランザクション速度の面で
既存の決済システムより利点があることを説明

• また、デジタルユーロの推進にあたり政府、銀行間の連携が
必要不可欠であることを強調

Business 

Insider

https://www

.businessin

sider.com/p

rivate-

german-

banks-call-

for-euro-

crypto-

2019-11

EU、Libraに
警戒し、
公開デジタ
ル通貨の
発行を検討：
ドラフト

11月5日 EUは、欧州中央銀行（ECB）に対し、公的なデジタル通貨発行の検討を呼び
かけるドラフト文書を作成

 背景：
• フランスとドイツは、暗号通貨Libraの金融セクターに対するリスクに言及し、
公的な代替通貨の開発の必要性に言及（9月）

 文書概要：
• ハイリスクな暗号通貨プロジェクトの禁止を含む、暗号通貨への統一的な
アプローチの必要性に言及

 今後の予定：
• 次回会合（12/5）での採択を視野に入れ、財務大臣を中心に検討
予定

Reuters https://uk re

uters.com/a

rticle/us-eu-

cryptocurre

ncy-

regulations/

alarmed-

by-libra-eu-

to-look-

into-

issuing-

public-

digital-

currency-

draft-

idUKKBN1

XF1VC
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【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(2/4)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（11/13）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.businessinsider.com/private-german-banks-call-for-euro-crypto-2019-11
https://uk.reuters.com/article/us-eu-cryptocurrency-regulations/alarmed-by-libra-eu-to-look-into-issuing-public-digital-currency-draft-idUKKBN1XF1VC
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ファイナ
ンス

マレー
シア

イラン、トル
コ、マレーシ
アは統一の
イスラム
暗号通貨に
ついて議論

12月21日 マレーシアで開催されたイスラム国首脳サミットにおいて、イランがイスラム暗
号通貨の統一について提案

 イスラム国首脳会合概要：
 米ドル依存からの脱却を目的とし、イランがイスラム暗号通貨の統一につ
いて提案

 イスラム国首脳会合には、マレーシアのほかインドネシア、トルコ、イラン、
カタール等が参加

 マレーシアのマハティール首相は、イスラム暗号通貨の統一の議論につい
て前向きな姿勢を提示

Bitcoin.com
https //news

bitcoin com

/iran-turkey-

malaysia-

discuss-

creating-

unified-

muslim-

cryptocurre

ncy/
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【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(3/4)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（12/13）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

1-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://news.bitcoin.com/iran-turkey-malaysia-discuss-creating-unified-muslim-cryptocurrency/
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ファイナ
ンス

米国 暗号資産「リ
ブラ」“承認
得るまで
発行せず ”
CEOが議会
で

10月24日 Facebookが発行を計画している暗号資産「リブラ」について、ザッカーバーグ
CEOは米国議会の公聴会で、規制当局より承認を受領するまでは発行しない
と証言し、構想の実現を事実上先送りへ
 Facebookはリブラを2020年前半を目標に発行する計画だったが、各国の規制当局は
個人データの保護やマネーロンダリングなどへの対策に関し強い懸念を表明したことを
受け発行の延期を提示

NHK News 

Web
※1

https://www

3.nhk.or.jp/

news/html/

20191024/k

100121461

41000.html

フェイスブッ
クの暗号
資産リブラ、
逆境の中で
運営団体が
発足

10月24日 JETROは、Facebookによる仮想通貨「リブラ」の運営団体であるリブラ財団
が正式発足したと発表(10月15日)

 理事会メンバー：
• 21社(但し、当初参加予定が報じられていたEコマースのペイパル、イーベ
イや、クレジットカード会社のビザ、マスターは参加せず）

 各国の中央銀行が持つ通貨自主権に抵触しかねない本サービスが各国で実施される
こと対し、各国政府は懸念を表明

 フランスのブリュノ・ルメール経済・財務相発言要旨：
• 「現状のままでは、ヨーロッパの地へのリブラ導入を許可することは
できない」

JETRO https://www

.jetro.go jp/

biznews/20

19/10/4dad

45d97717c

4ac.html
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【情報収集結果】ファイナンス分野の標準化動向(4/4)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（13/13）

ファイナンステーマ別情報詳細

1-b

※1 注：取得時（ 10月31日取日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191024/k10012146141000.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/4dad45d97717c4ac.html
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テーマ別動向把握・分析

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

58
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
EU体外診断用医療機器規則（IVDR）の概要

2022年5月より既存のEU体外診断用医療機器指令（IVD）が体外診断用医療機器規
則（IVDR）に移行。各分類に基づく適合性評価プロセスについて確認・対応の必要あり

59

Regulations
（規制）

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当該規則（Regulation）に対応する整合規格（Harmonized Standard）の動向は、引き続きM/403（e-Healthに係る

マンデート）やCEN（CEN/TC 251 ‘Health informatics）における規格策定動向、MDCGの活動等をウォッチする必要あり

 第2章（第5条～21条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章：第47条～55条）等が定められ、各クラス分類に基づき適切な適合性評
価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、マンデートや通知（Notification）等に基づき関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・
整合規格の調整等がなされる予定

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、対外診断用（イン
ビトロ）医療機器についての認証機関・当局による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 現行のIVD指令 IVD Directive (98/79/EC)に代わる法令として発行（移行期間：5年、適用：2022年5月）

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic 

medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU

ス
コ
ー
プ

 試薬、試薬製品、キャリブレータ、対照物質、キット、器具、装置、機器、ソフトウェア或いはシステムを対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、血液や移植用組織を含めた人体に由来する試料のインビトロでの検査に用いることを製造業者が意図した任意の
医療機器が対象

 体外診断調査での使用を特に意図していない、一般的な試験室での使用や研究用のためのみの製品は除外

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外

テーマ別情報詳細 ヘルスケア

2-a



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
EU医療機器規則（MDR）の概要

2020年5月より既存のEU医療機器指令（MDD）がEU医療機器規則（MDR）に移行。
医療機器のスコープ・分類、それに基づく適合性評価プロセスが更新されている

60

Regulations
（規制）

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、認証機関・当局
による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 医療機器指令（MDD： 93/42/EEC）、能動埋め込み医療機器指令（AIMDD：90/385/EEC）に代わる法令として発行（移行期間：3年、適用：2020年5月）

主
要
規
定
内
容

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR), 

amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing 

Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

ス
コ
ー
プ

 幅広い医療機器（器具、機械、用具、インプラント、試薬、ソフトウェア、材料又はその他品目）を対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、適用に必要なソフトウェアを含む製造者が人体への使用を意図した製品が対象
 疾病の診断、予防、監視、治療、緩和のほか、予測、予後診断、病的状態の検査・代替・改善、インビトロ検査からの情報提供、医療機器の洗浄・
消毒・滅菌機器等を含む※1

 第2章（第5条～24条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、マンデートM/403等により関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・
整合規格の調整等がなされる予定

 第32条において、カスタムメイド又は治験用デバイス以外の埋め込み型デバイスおよびクラスIIIデバイスの場合、製造業者は安全
性と臨床性能の要約（Summary of Safety and Clinical Performance: SSCP）を作成することを規定
 安全性と臨床成績の概要は、対象ユーザー（及び該当する場合は患者）に対して明確な方法で記述され、EUデータベース「Eudamed」を介して一般に
公開されるものとすることを規定

 第4章（第35条～50条）において、対象医療機器の適合性評価を行う機関を通知機関（Notified Body: NB）として認定すること、
NBに対し、適合性評価に際しての要求事項等を規定
 NBとして認定されるために、適合性評価機関は各国の当局へ申請を行う必要あり

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外

次頁以降詳述

テーマ別情報詳細 ヘルスケア
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
専門家グループ（MDCG）発行のガイダンス（1/3）

MDR施行に向け、Medical Device Coordination Group （MDCG）は、
安全性と臨床性能の要約に関するガイダンス文書を発行（2019年9月）

61 出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

 安全性と臨床性能の要約（Summary of Safety and

Clinical Performance: SSCP）の表示、内容及び検証
に関するガイダンスとして提示
 SSCPは、特に医療従事者・患者向け重要データとして
臨床データの最新の要約や医療機器の安全性についての
公共への情報提供を目的として作成

目的

構成
（概要）

（参考）
SSCP

テンプ
レート
サンプル

MDCG 2019-9： Summary of safety and clinical performance A guide for 
manufacturers and notified bodies - August 2019 （9月27日発行）

前書き
略語
SSCPの一般的な要件と推奨事項
SSCPの検証とアップロード
SSCP文書において必要な各セクションのガイダンス

1. 基本UDI-DIを含むデバイスとメーカーの識別、及び既に
発行されたSRN

2. デバイスの使用目的、禁忌、ターゲット層
3. デバイスの説明（前機種や派生を含む）
4. 残存リスクおよび望ましくない影響、警告、注意事項に関す
る情報

5. 付属書XIVで言及される臨床評価の要約及び市場流通後の
臨床フォローアップに関連する情報

6. 可能な診断又は治療の選択肢
7. ユーザー向け推奨プロファイル及びトレーニング
8. 整合規格及び適用されたCSへの参照
9. 改訂履歴

参考文献
付録： SSCPのテンプレート

 ユーザー/医療専門家向け、患者向け夫々へのSSCPのサンプ
ルを提示（以下、ユーザー/医療専門家向けのサンプルを提示）

Summary of safety and clinical performance 
This Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) is intended to provide public

access to an updated summary of the main aspects of the safety and clinical

performance of the device.

The SSCP is not intended to replace the Instructions For Use as the main document to

ensure the safe use of the device, nor is it intended to provide diagnostic or therapeutic

suggestions to intended users or patients.

The following information is intended for users/healthcare professionals.

If the SSCP includes a part intended for patients, the following can be added:

Following this information there is a summary intended for patients. 

4. Risks and warnings

4.1. Residual risks and undesirable effects

4.2. Warnings and precautions

4.3. Other relevant aspects of safety, including 

a summary of any field safety

corrective action (FSCA including FSN) if 

applicable

5. Summary of clinical evaluation and post-

market clinical follow-up (PMCF)

5.1. Summary of clinical data related to 

equivalent device, if applicable

5.2. Summary of clinical data from conducted 

investigations of the device before

the CE-marking, if applicable

5.3. Summary of clinical data from other 

sources, if applicable

5.4. An overall summary of the clinical 

performance and safety

5.5. Ongoing or planned post-market clinical 

follow-up

6. Possible diagnostic or therapeutic 

alternatives

7. Suggested profile and training for users

8. Reference to any harmonised standards and 

CS applied

9. Revision history

1. Device identification and general information

1.1. Device trade name(s)

1 2. Manufacturer’s name and address

1 3. Manufacturer’s single registration number 

(SRN)

1.4. Basic UDI-DI

1 5. Medical device nomenclature description / text

1 6. Class of device

1.7. Year when the first certificate (CE) was issued 

covering the device

1 8. Authorised representative if applicable; name 

and the SRN

1 9. NB’s name (the NB that will validate the 

SSCP) and the NB’s single

identification number

2. Intended use of the device

2.1. Intended purpose

2 2. Indication(s) and target population(s)

2 3. Contraindications and/or limitations 

3. Device description

3.1. Description of the device

3 2. A reference to previous generation(s) or 

variants if such exist, and a

description of the differences

3 3. Description of any accessories which are 

intended to be used in combination

with the device

3.4. Description of any other devices and products 

which are intended to be used

in combination with the device右記参照

テーマ別情報詳細 ヘルスケア
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
専門家グループ（MDCG）発行のガイダンス（2/3）

SSCP関連以外にも、MDCGはMDR及びIVDR施行に向け規制遵守の責任者や
埋込医療機器に関する2つのガイダンス文書を発行（2019年7月）

62 出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

 MDR及びIVDR第15条「Person responsible for regulatory compliance」において、製造業

者に対し組織内に医療機器分野に係る必要な専門知識を有する「規制遵守の責任者
（PRRC）」を最低1名設置することを規定

 本文書は、当条項に関しての規定内容や定義に係る具体内容を解説（以下、抜粋）

 「組織内」のPRRCとみなされるには、当該組織の従業員である必要あり

 PRRCの資格の明確化のため、EU域外で取得した（大学証書等）資格は、EU加盟国によりEUの
対応する資格と同等と認識される必要あり

 親会社の下に複数の製造業者を有する組織では、各製造業者が夫々PRRCを配属する必要あり

 PRRCの役割と責任の解釈は、MDR及びIVDRの第10条（General obligations of 

manufacturers）に規定される製造業者の役割と責任と相互参照されるべき

 MDR第18条「Implant card and information to be supplied to the patient with an 

implanted device」において、埋込医療機器の製造業者は、機器と共に、

①デバイス名、シリアル名、モデル等のデバイス識別に係る情報、患者に提供される埋込
カード（Implanted card: IC）及び情報

②外部影響等に関し、患者・医療専門家が講じる、注意事項や措置

③デバイスの寿命・フォローアップに関する情報

④その他安全使用のための情報を提供することを規定

 本ガイダンスは、ICにおいて提供されるべき具体な情報や内容について提供

 IC設計に関する法的考慮、製造業者がICに提供すべき情報/医療機関により追加すべき情報、
使用言語に関する要件等を規定する他、リーフレットの作成・使用を推奨

文書概要

MDCG 2019-7

Guidance on Article 15 of the 

Medical Device Regulation 

(MDR) and in vitro Diagnostic 

Device Regulation (IVDR) 

regarding a “person 

responsible for regulatory 

compliance” (PRRC)
（7月1日発行）

Medical Devices：
Guidance Document Implant 

Card guidance document 

relating to the application of 

Article 18 Regulation (EU) 

2017/745 of the European 

Parliament and of the Council 

of 5 April 2017 on medical 

devices
（7月1日発行）

正式名称

注：上記文書はMDCGにより承認された文書ではあるが、欧州委員会（EC）としての文書ではなく、ECの見解等を反映したものではないことに留意

1

2

次頁事例掲載
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
専門家グループ（MDCG）発行のガイダンス（3/3）

（参考）MDCG発行の文書では、MDRに規定されるImplanted Card（IC）や
リーフレットの作成・記載例を掲載

63 出所：ガイダンス文書、EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

Implanted Card（IC）：基本タイプ Implanted Card（IC）：折りたたみタイプ

リーフレット：ステッカータイプ

表（左）
裏（右）

前述の「Medical Devices：Guidance Document Implant Card guidance document relating to the application of Article 18 Regulation 

(EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices」においてICデザインを記載（以下、デザイン例抜粋）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
専門家グループ（MDCG）概要

（参考）Medical Device Coordination Group (MDCG)は、EU域内におけるMDR

及びIVDR施行に際しての調和を図るために形成される専門家グループである

64 出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

管
轄

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs: GROW）
 関連DG：JRC（Joint Research Centre）及びSANTE（DG Health and Food Safety）

 欧州委員会（EC）に助言を提供し、ECと加盟国がMDR（2017/745）およびIVDR（2017/746）の調和された実施を確保することを支援
 既存のEU法令、プログラム及び政策の実施に関してECを支援し、そのための加盟国との調整、意見交換を実施

名
称

 Medical Device Coordination Group（MDCG）

組
織
構
成

 複数のサブグループより構成。なお、関連標準・整合規格の検討に際しては、「Working Group on Standards」が担当

MDCG

Notified Bodies Oversight（NBO）

Standards

Clinical Investigation and Evaluation （CIE）

Post-Market Surveillance and Vigilance （PMSV）

Market Surveillance

Borderline and Classification （B&C）

New Technologies

Unique Device Identification （UDI）

International Matters

In-vitro Diagnostic Medical Devices （IVD）

Annex XVI

【加盟国当局（メンバー参加）】
（英国、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、ルーマニア、ポ
ルトガル、ポーランド、オランダ、ルクセンブルク、リトアニア、アイルランド、
ハンガリー、ギリシャ、ドイツ、フランス、フィンランド、エストニア、チェコ、キ
プロス、クロアチア、ベルギー、オーストリア）

【その他公的機関（オブザーバー参加）】
Medicines and Medical Devices Agency（トルコ）
Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products（スイス）

【関連組織（オブザーバー参加）】
Association of the European Self-Medication Industry (AESGP)、
Biomedical Alliance in Europe (the BioMed Alliance)、European 

Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and 

healthcare IT Industry (COCIR)、MedTech Europe (MTE)、Small 

Business Standards (SBS)、CENELEC等 計17団体

サブグループ
Working Group on Standards構成

テーマ別情報詳細 ヘルスケア
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
MDRに基づく通知機関の認定

欧州委員会（EC）は、MDR施行に向け20の通知機関（NB）認定を目指しており、
現在9機関の認定が完了

65 出所：EC関連HP、各種公開情報に基づきDTC作成 ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

適合性評価機関による通知機関（NB）申請状況
（2019年12月現在）

（参考）MDRにおけるNB認定の状況確認方法

現行9機関が認定済み

 BSI Assurance UK Ltd （英：2019年1月）※1

 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

（独：2019年5月）
 DEKRA Certification GmbH （独：2019年8月）
 IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ 

S.P.A.（伊：2019年8月）
 TÜV Rheinland LGA Products GmbH（独：2019年9月）
 DARE!! Services B.V.（蘭：2019年11月）
 BSI Group The Netherlands B.V.（蘭：2019年11月）
 DEKRA Certification B.V.（蘭：2019年12月）
 MEDCERT ZERTIFIZIERUNGS- UND 

PRÜFUNGSGESELLSCHAFT FÜR DIE MEDIZIN 

GMBH（独：2019年12月）

NB認定
済み

MDRのNB認定のための申請を行わない又は取り下げを表
明している適合性評価機関あり（以下、抜粋）

 Lloyd‘s Register Quality Assurance

 UL International 

 QS Zürich AG

 Agency of Medicines and Medical Products (AEMPS)

（参考）
NB申請

見送り
表明

 MDRでは、NBに対しMDRの適合性評価機関としての指定官庁による
審査が医療機器指令（MDD）よりも厳格化（2017年11月～申請受付

 NBとしての全面的な認定を目指す適合性評価機関がある一方、MDDの
適合性評価機関であった一部NBはMDR の適合性評価機関認定を全面
辞退、又は一部の機器グループの適合性評価に留まることを検討

 MDRにおけるNB認定状況や、各NBにより認証可能なスコープ・
タスク等については、欧州委員会（EC）による情報システム「NANDO」
上で確認が可能

NANDO

各NBの認証スコープ等詳細

NANDO上にて、MDRに対応する
認定NBのリストを参照可能

各NBのNotification上において、適合

性評価実施が可能な製品群・範囲、
方法（モジュール）、関連条項等の
確認が可能

事業者は、現在のMDD証明書
及び審査中のNBの認定状況等
の定期的な確認が必要

テーマ別情報詳細 ヘルスケア

※1 注：BSI Assurance UKは、IVDRとしての認定を2019年10月に獲得
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：
ECによるMDR及びIVDR施行に向けた取組（1/2）

ECは、医療機器規則（MDR）・体外診断用医療機器規則（IVDR）実行に向け、UDI

発行を行う4機関の任命やEUDAMED公開に向けたガイドラインの整備を進めている

66

ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex、JETRO Report等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

MDR施行に向けた市場監視/規制のための施策（抜粋） 左記施策のための直近の動向（2019年6月時点）

 医療機器の市販後の医療機関を含む市場でのトレーサビリティ、
トラッキング強化のため、機器毎のUDI番号及びバーコード等
貼付をMDR要件として追加
 UDIは、EUDAMED（下記参照）に登録される必要あり

 正式なUDIコード発行機関は欧州委員会（EC）が指定予定
 （参考）第123条（3）（i）に基づき2019年5月26日からGS1コード、
医療産業ビジネス協議会（HIBCC）、血液関連製品自動化・共有化
国際委員会（ICCBBA）のいずれかの機関より発行されたコードが
使用可能

 事業者、機器、認証、臨床試験、市販後監視情報、UDI等の
様々な登録及び情報の検索ができる統一データベースを整備
 MDD時のデータベースは規制当局内での取り扱いで非公開だった
が、MDRより一般公開の予定 （2020年5月26日～稼働予定）

 EUDAMED機能までは、UDI（上記参照）の登録に係る要求事項は
適用されない可能際が高いが、今後の動向把握が必要

 欧州委員会が4つの団体を発行機関及びUDI実装サポート機関
として指定（2019年6月）
 GS1、HIBCC、ICCBBAをMDRにおける

UDI割当てのシステム運用機関として指定
 IFA（Informationsstelle für 

Arzneispezialitäten）を、欧州の発行
主体として選定

 EUDAMED実装に向けた仕様やデータ交換に係るガイドライン
の整備を進行
 【機能仕様】 「European functional specifications (v4.1)」を公開
（2019年2月7日）（※複数課題につき議論中。変更の可能性有）

 【UDI及び機器データ】 EUDAMEDへの登録に関する「MDR UDI

and device data sets」、「IVDR UDI and device data sets」、
「EUDAMED UDI device data dictionary」を発行（2019年5月3日）

 【Machine-to-Machine (M2M)データ交換】 「M2M data exchange 

services and entry models introduction (v1)」及び「M2M data 

exchange services definition (v1)」を発行（2019年5月29日）

医療機器の市販後の透明性、国際的な規制の観点から、MDRにおいて
新たに要求事項として導入

左記の新たな要求事項の実現のため、UDI発行及びEUDAMED実装に
向けた準備が進展

参考： UDI発行に向けた、GS1に
よるGlobal Model Number-GMN

等の新たなコードキー検討（上）

固有機器識別子（Unique Device Identification: UDI）の整備・発行 UDI発行機関を選定

欧州医療機器データベース（EUDAMED）の整備 EUDAMEDの機能仕様・データ要件（案）等を公開

テーマ別情報詳細
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：
ECによるMDR及びIVDR施行に向けた取組（2/2）

欧州委員会（EC）は、医療機器及び体外診断用医療機器の専門家パネルへの参加
表明に係るExpression of Interest（EOI）を募集（9月30日公表・11月10日締切）

67 出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

欧州委員会（EC）は、 EU医療機器規則（MDR） の施行に向け欧州決定を発行（2019年9月10日）

上記欧州決定に基づき、医療機器及び体外診断医療機器の専門家パネルへの関心の表明
（Expression of Interest: EOI）を募集（11月10日締切）

専門家
パネル
参加の
募集

背景

文書名

規定
概要

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1396 of 10 September 2019 laying down the rules for the 

application of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council as regards the 

designation of expert panels in the field of medical devices

 EU医療機器規則（MDR）・体外診断用医療機器規則（IVDR）に基づき、下記領域における専門委員会設置を規定
1．整形外科、外傷学、リハビリテーション、リウマチ学
2．循環系
3．神経学
4．呼吸器系、麻酔、集中治療
5．内分泌学および糖尿病
6．一般および形成外科・歯科

 Medical Device Coordination Group (MDCG)とEOIの内容及び協議に基づいて、専門家パネルにアドバイザーが任命
されることを規定

 また、専門家パネルは、ECとの合意の下に特定の任務を委任され、一定数のメンバーで構成される恒久的又は特別な
サブグループを設立することが可能

7．生殖医学を含む産科および婦人科
8．消化器病学および肝臓病学
9．腎臓病学および泌尿器科
10．眼科
11．体外診断用医療機器（IVD）

 募集要件：
 EU加盟国、EFTA加盟国、又はトルコ市民であり、大学院レベルにおいて関連する医学、科学、技術分野の
学位を取得、且つ関連分野において最低10年の専門的経験を有し、英語での報告書作成が可能であること

 任期：
 3年間

 応募方法：
 履歴書（CV）（関連する学位や専門知識に関する情報を含む）、市民権の証明としてのID又はパスポートの
コピー、募集要項に添付される宣言書（Declaration of Interests: DOI）を提出

テーマ別情報詳細 ヘルスケア
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EUにおけるヘルスケア関連規制及び関連規格の策定動向

ECは、医療機器規則（MDR）・体外診断用医療機器規則（IVDR）に関連する規格の
改訂及び新規作成を要求する通知（Notification）を発行（2019年6月）

68

ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lext等の公開情報に基づきDTC作成

A Notification under Article 12 of Regulation (EU) No 1025/2012
Draft standardisation request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardization as 

regards medical devices in support of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council and in vitro diagnostic medical devices 

in support of Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council （2019年6月26日発行）

構成及び要旨
前文（略）
第1条：要求された標準化活動
• CEN及びCENELECは、本通知の付属書I及びIIの表1に規定される既存規格の改訂及び表2に
規定される新規規格を策定するよう要請される

第2条：ワークプログラム
• CEN及びCENELECは、付属書I及びII中の全規格について、担当となる技術委員会及び予定表
を含む共同ワークプログラム案を本通知正式発行の6週間後までに作成・提出する

第3条：報告（略）
第4条：標準の策定（略）
第5条：最新の内容（略）
第6条標準化要求の妥当性（略）
第7条：既存の標準化マンデート（略）
第8条：宛先（略）

付属書I 規則（EU）2017/745（【MDR】）を支持するため、改訂されるべき既存規格及び起草
されるべき新規規格のリスト
• 改訂を必要とする57の既存規格及び起草すべき6の新規規格に言及
付属書II 規則（EU）2017/746（【IVDR】）を支持するため、改訂されるべき既存規格及び起草
されるべき新規規格のリスト
• 改訂を必要とする39の既存規格及び起草すべき4の新規規格に言及
付属書III 第1条に言及される規格に対する要求事項
• 設定された期限内に規格に係る作業を完了するため、CEN及びCENELECが従うべき一般的
及び具体的要件を説明

※上記標準化要求（ドラフト）について、フィードバックの期限を7月25日に設定

次頁以降詳述

次頁以降詳述

テーマ別情報詳細
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（1/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている

69

ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

番号 規格参照番号 規格名

1 EN 556-

1:2001+AC:2006

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for 

terminally sterilized medical devices

2 EN 556-2:2015 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for 

aseptically processed medical devices

3 EN ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

4 EN ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity

5 EN ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood

6 EN ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

7 EN ISO 10993-6:2016 Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation

8 EN ISO 10993-

7:2008+AC:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals

9 EN ISO 10993-9:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products

10 EN ISO 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization

11 EN ISO 10993-11:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity

12 EN ISO 10993-12:2012 Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials

13 EN ISO 10993-13:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical 

devices

14 EN ISO 10993-14:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics

15 EN ISO 10993-15:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys

16 EN ISO 10993-16:2017 Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables

17 EN ISO 10993-17:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

18 EN ISO 10993-18:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials

19 EN ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

20 EN ISO 11137-1:2015 Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

21 EN ISO 11137-2:2015 Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose

22 EN ISO 11607-1:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging 

systems

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

テーマ別情報詳細
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（2/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている

70

ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

番号 規格参照番号 規格名

23 EN ISO 11607-2:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

24 EN ISO 11737-1:2018 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

25 EN ISO 11737-2:2009 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and 

maintenance of a sterilization process

26 EN ISO 13408-1:2015 Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements

27 EN ISO 13408-2:2018 Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration

28 EN ISO 13408-3:2011 Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization

29 EN ISO 13408-4:2011 Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies

30 EN ISO 13408-5:2011 Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place

31 EN ISO 13408-

6:2011+A1:2013

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems

32 EN ISO 13408-7:2015 Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products

33 EN ISO 

13485:2016+AC:2018

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

34 EN ISO 

14155:2011+AC:2011

Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice

35 EN ISO 14160:2011 Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and 

their derivatives - Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for 

medical devices 

36 EN ISO 14630:2012 Non-active surgical implants - General requirements

37 EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European standards for chemical disinfectants and antiseptics

38 EN ISO 14937:2009 Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, 

validation and routine control of a sterilization process for medical devices

39 EN ISO 14971:2012 Medical devices - Application of risk management to medical devices

40 EN ISO 15223-1:2016 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General 

requirements

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

P.76詳述
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（3/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

番号 規格参照番号 規格名

41 EN 15986:2011 Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates 

42 EN ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

43 EN ISO 20857:2013 Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization 

process for medical devices 

44 EN ISO 22442-1:2015 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1: Application of risk management 

45 EN ISO 22442-2:2015 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling

46 EN ISO 22442-3:2007 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and 

transmissible spongiform encephalopathy

47 EN ISO 25424:2011 Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and 

routine control of a sterilization process for medical devices

48 EN 60601-1:2006 

+AC:2010 + 

A1:2013+A12:2014

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

49 EN 60601-1-2:2015 Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: 

Electromagnetic compatibility - Requirements and tests

50 EN 60601-1-3: 2008 

+AC:2010+A11:2016

Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: 

Radiation protection in diagnostic X-ray equipment

51 EN 60601-1-

6:2010+A1:2015

Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: 

Usability

52 EN 60601-1-8:2007+ 

AC:2010+A11:2017+pr

A2

Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: 

General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

53 EN 60601-1-

10:2008+A1:2015

Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard:

Requirements for the development of physiologic closed-loop controller

54 EN 60601-1-11:2015 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard:

Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

55 EN 60601-1-12:2015 Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard:

Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services 

environment

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

テーマ別情報詳細
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（4/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

番号 規格参照番号 規格名

56 EN 62304:2018 Medical device software - Software life-cycle processes

57 EN 62366-

1:2015+AC:2016

Medical devices - Application of usability engineering to medical devices 

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

番号 規格参照番号 規格名

1 prEN ISO 10993-23 Biological evaluation of medical devices - Part 23: Determination of skin irritation of medical device extracts using Reconstructed 

human Epidermis (RhE) (ISO 10993-23)

2 - Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and for information to 

be provided by the manufacturer (ISO 14708-1)

3 - Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 

(ISO 17664-1)

4 - Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical

devices - Part 2: Medical devices not intended for direct patient contact (ISO 17664-2)

5 prEN ISO 20417 Medical devices – Information to be provided by manufacturer (ISO 20417)

6 - Sharps injury protection – Requirements and test methods – Sharps protection features for single-use hypodermic needles, 

introducers for catheters and needles used for blood sampling (ISO 23908)

【新規策定が必要な規格（表2より抜粋）】

テーマ別情報詳細
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書IIに基づくIVDR関連規格（1/3）

（参考）Notificationでは、IVDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき
規格のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

番号 規格参照番号 規格名

1 EN 556-

1:2001+AC:2006 

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for 

terminally sterilized medical devices

2 EN 556-2:2015 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for 

aseptically processed medical devices

3 EN ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

4 EN ISO 11137-1:2015 Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

5 EN ISO 11607-1:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging 

systems

6 EN ISO 11607-2:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

7 EN ISO 11737-1:2018 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

8 EN ISO 11737-2:2009 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and 

maintenance of a sterilization process

9 EN ISO 13408-1:2015 Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements

10 EN ISO 13408-2:2018 Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration

11 EN ISO 13408-3:2011 Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization

12 EN ISO 13408-4:2011 Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies

13 EN ISO 13408-5:2011 Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place

14 EN ISO 13408-

6:2011+A1:2013

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems

15 EN ISO 13408-7:2015 Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products

16 EN ISO 

13485:2016+AC:2018

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

17 EN 13532:2002 General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing

18 EN 13612:2002 

+AC:2002

Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices

19 EN 13641:2002 Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

テーマ別情報詳細
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書IIに基づくIVDR関連規格（2/3）

（参考）Notificationでは、IVDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき
規格のリストが規定されている

74

ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

番号 規格参照番号 規格名

20 EN 13975:2003 Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects 

21 EN 14136:2004 Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures

22 EN ISO 14937:2009 Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, 

validation and routine control of a sterilization process for medical devices

23 EN ISO 14971:2012 Medical devices - Application of risk management to medical devices

24 EN ISO 15193:2009 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for content and 

presentation of reference measurement procedures

25 EN ISO 15194:2009 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference 

materials and the content of supporting documentation

26 EN ISO 15197:2015 In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus

27 EN ISO 15223-1:2016 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General 

requirements

28 EN ISO 17511:2003 In vitro diagnostic medical devices - requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators,

trueness control materials and human samples

29 EN ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

30 EN ISO 18113-1:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general 

requirements

31 EN ISO 18113-2:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for 

professional use

32 EN ISO 18113-3:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for 

professional use

33 EN ISO 18113-4:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for 

self-testing

34 EN ISO 18113-5:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for 

self-testing

35 EN ISO 20857:2013 Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization 

process for medical devices 

36 EN ISO 23640:2015 In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書IIに基づくIVDR関連規格（3/3）

（参考）Notificationでは、IVDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき
規格のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

番号 規格参照番号 規格名

37 EN ISO 25424:2011 Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and 

routine control of a sterilization process for medical devices

38 EN 62304:2018 Medical device software - Software life-cycle processes 

39 EN 62366-

1:2015+AC:2016

Medical devices - Application of usability engineering to medical devices

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

番号 規格参照番号 規格名

1 - Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 

(ISO 17664-1)

2 - Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical

devices - Part 2: Medical devices not intended for direct patient contact (ISO 17664-2)

3 - In vitro diagnostic medical devices - Clinical performance studies using specimens from human subjects - Good study practice (ISO 

20916)

4 prEN ISO 20417 Medical devices – Information to be provided by manufacturer (ISO 20417)

【新規策定が必要な規格（表2より抜粋）】

テーマ別情報詳細
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：機器貼付シンボルの検討

（参考）MedTech Europeでは、MDR施行及びEN ISO 15223-1:2016の改訂に伴い、
短期的に使用可能な図記号をガイダンス上で提示している

ヘルスケア

出所：MedTech Europe HP、関連資料等の公開情報に基づきDTC作成

 現在医療機器のラベル、ラベリング、提供される情報に関する国際規格（ISO 15223-1）の改訂に向けた検討が進行中
 当規格改訂を受け、MDRに規定されるラベリング要件への効率的な準拠、短期的なハーモナイゼーション施策として、MedTech Europeは
医療機器のラベリングに使用される図記号のガイダンスを公開（2019年5月発行） （※以下、図記号及びタイトルの例を抜粋）

注：上記ガイダンスにおいて提示されているシンボルと最終的なISOに規定されるシンボルに差が生じる可能性があることに留意

Medical Device Contains human 

blood or plasma 

derivatives

Contains a 

medicinal 

substance 

Contains 

hazardous 

substances

Contains biological 

material of human 

origin

Contains biological 

material of animal 

origin

Sterilized using 

vaporized hydrogen 

peroxide

Single Patient -

multiple use

Translation Translation

テーマ別情報詳細
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 COCIR

デバイス
規格の調和
を推進

4月3日 COCIR(European Coordination Committee of the Radiological, 

Electromedical and Healthcare IT Industry)が医療機器規格の調和を促
進するためのポジションペーパーを発行(4月2日)

 欧州の医療機器及び体外診断規制(MDR / IVDR)における要求事項の変更に
対する、医療機器標準の整合化について6つの推奨事項を記載
 主な推奨内容

• 医療機器の標準化についてファストトラックの承認プロセス実施
• 欧州規制当局による規格開発への積極的な参加 等

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society (RAPS)

https://www.r

aps.org/news

-and-

articles/news-

articles/2019/

4/cocir-

pushes-to-

harmonize-

device-

standards

テュフズード
は医療機器
のMDR

及びAIに関

する情報を
提供

4月30日 EUの新たな医療機器規制（MDR、EU 2017/745）対応のため、TÜV SÜDの
MedtecLIVEにおいて、新規MDR及び対外診断医療機器（IVDR）の影響に
ついての情報を提供
（5月21日～23日＠ニュルンベルク 予定）

 欧州の新たな医療機器規制（Medical Device Regulation：MDR, EU 2017/745)

は、これまでの医療機器指令（MDD：Directive 93/42/EEC）及び能動埋め込み型
医療機器に関する指令（AIMD：Directive 90/385/EEC）を置き換える内容

 製造者及びNotified Bodiesに対し厳しい要求事項が課されることから、対応が
必要

TÜV SÜD
https://www.t

uv.it/it-it/area-

stampa/archi

vio-

news/tuev-

sued-a-

medteclive-

mdr-e-

intelligenza-

artificiale-nei-

dispositivi-

medici
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(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

ドイツ ウェアラブル
- 健康
産業のメガ
トレンド

5月2日 ウェアラブルデバイスに関する新規規制や標準化活動に関するレポートを
発出

 規制策定動向：
• 2020年5月26日より、既存のEU指令はEU医療機器規制2017/745 / EU

に置き換えられ、医療機器に対するより厳しい要件が規定される予定
• 医療機器としてのウェアラブルの適合性の証明は、新しい規制によってよ
り複雑化

 標準化動向：
• ウェアラブルについては、IEC(IEC / TC124 ウェアラブル)にて開発中で
あり、国内ではDINとVDEのDKEドイツ電子工学情報技術委員会(DKE / 

K802)が討議を担当
• センサー要件だけでなく電子テキスタイルも対象スコープ内

Verband 

Deutscher 

Elektrotechnike

r e.V(VDE)

https://www.v

de.com/topics

-

de/health/aktu

elles/wearable

s-megatrend-

der-

gesundheitswi

rtschaft
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ヘルス
ケア

欧州 IVDおよび
MD規制の

標準化要求
における
MedTech 

Europeの
立場

6月6日 MedTech Europeは、体外診断用医療機器（IVD）および医療機器（MD）に
関する欧州委員会（EC）の標準化要求への立場を発表

 意見概要：
• IVDおよびMDの規則実施のための調和を支持
• 柔軟性の制限、調達、および予測されるタイミング等、現在提案されている
プロセスにおける懸念点を概説

• MedTechメンバー、認証機関、国家標準化機関に対し、懸念点を
ECに提起し、ヘルスケアシステムの完全性の支持を呼びかけ

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations 

(MedTech 

Europe)

https://www.m

edtecheurope.

org/news-and-

events/news/

medtech-

europes-

position-on-

the-

standardisatio

n-request-for-

the-ivd-and-

md-

regulations/

MDRラベル
のシンボル
に関する
MedTech 

Europeの

ガイダンスが
公開

6月6日 MedTech Europe (MTE) Labelling WG が、MDRの実施を容易にするた
めのグラフィックシンボルに関するガイダンスを発行
 医療従事者、患者、業界の専門家が、複数地域の国際標準に従って、シンボルを
検証

 シンボルはISOに提出されており、ISO 15223-1の改訂作業において考慮

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations 

(MedTech 

Europe)

https://www.m

edtecheurope.

org/news-and-

events/news/

medtech-

europe-

guidance-on-

symbols-for-

mdr-labels-is-

published/
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ヘルス
ケア

欧州 欧州医療
機器データ
ベース
（EUDAMED）

6月6日 欧州委員会（EC）は来る欧州医療機器データベース（EUDAMED）の実装に
向け、情報の集約を目的としたWebサイトを立ち上げ

 掲載予定内容：
• Latest version of the Eudamed functional specifications (v4.1)

• MDR UDI and device data sets and IVDR UDI and device data sets to 

be registered in Eudamed and the UDI and device data dictionary

• Data exchange guidelines

• a set of documents related to Machine-to-machine (M2M) data 

exchange

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations 

(MedTech 

Europe)

https://www.m

edtecheurope.

org/news-and-

events/news/e

uropean-

database-on-

medical-

devices-

eudamed/
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ヘルス
ケア

欧州 EU MDR：
COCIRは

通知機関、
猶予期間に
関する勧告
を提供

6月7日 The European Coordination Committee of the Radiological, 

Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR) は欧州の医療機器
規制に関しポジションペーパーを発行
 現在指定されているBSI UK とTÜV SÜDの2つの通知機関のみでは、不十分である
旨を指摘

 International Medical Device Regulators Forum’s (IMDRF) に基づき発行
されるMedical Device Single Audit Program (MDSAP) が通知機関不足を補う可能
性を示唆

 ペーパー概要：
• 2018年11月の評価時より、大きな進歩が見られない旨を強調
• 通知機関含め、9つの項目について評価を実施

• Unique Device Identification(UDI)

• European database for medical device 

• Harmonised standards

• Transitional provisions

• Clinical evaluation and investigations

• Medical software

• Post market surveillance and vigilance

• Economic operators

• Notified Bodies

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society (RAPS)

https://www.ra

ps.org/news-

and-

articles/news-

articles/2019/

6/eu-mdr-

cocir-offers-

recommendati

ons-on-

notified-b
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ヘルス
ケア

欧州 EUは新医療
技術規制へ
の移行に向
け、機器固
有識別
番号（UDI）
発行機関を
任命

6月11日 欧州委員会（EC)は、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器規則
（MDR）の実行に向け、固有識別番号発行を行う4機関を任命

 任命機関：
• GS1

• Health Industry Business Communications Council (HIBCC)

• International Council for Commonality in Blood Banking Automation 

(ICCBBA)

• Informationsstelle für Arzneispezialitäten

MedTech Dive
https://www.m

edtechdive.co

m/news/eu-

names-udi-

issuers-in-

move-to-new-

medtech-

regs/556592/

ドイツ、アイ
ルランド、EU

に機器規制
への準備
評価を催促

6月12日 ドイツとアイルランドの代表団は、欧州の医療機器に関する新規制に関し、
通知機関の利用可能性とキャパシティに対する懸念を提起
 ドイツとアイルランドは欧州の主要医療機器輸出国であり、2020年5月に施行される
規制の準備状況に懸念を示すレポートを提出、Employment, Social Policy, Health 

and Consumer Affairs Councilで議論
 レポート内の指摘は、MedTech Europe等の業界団体も以前より指摘

 概要：
• BSI UKとTÜVSÜDの2機関が通知機関として指定されているものの、EU

は4月現在で38の申請があることを発表、通知機関のキャパシティが不足
する可能性

• キャパシティの不足により、新規則を順守できない製造メーカーが
発生する可能性

 今後の予定：
• ドイツとアイルランドは、2019年末までに詳細の議論を要求予定

MedTech Dive
https://www m

edtechdive co

m/news/germ

any-ireland-

push-eu-to-

immediately-

assess-

device-regs-

preparedness/

556698/
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https://www.medtechdive.com/news/germany-ireland-push-eu-to-immediately-assess-device-regs-preparedness/556698/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 英国の通知
機関はEU 

MDR/IVDR

に申請せず

6月12日 ロンドンのLloyd's Register Quality Assurance (LRQA)は、欧州の
現在の医療機器規則の通知機関サービスを取り下げ、新しい医療機器の通
知機関（NB）にも申請しないと発表

 Claire Ruggiero氏（Customer experience director, LRQA）発言要旨：
• 「現状の欧州の市場を踏まえ、戦略的にサービスを撤退することにした。混
乱を最小限に抑えるため、クライアントに代替NBの選択と移行活動を支援
するチームを設立し、要求された30日ではなく90日の通知を提供する」

 今後の予定：
• LRQAはISO 13485及びInternational Medical Device Regulators 

Forum’s Medical Device Single Audit Program (MDSAP)に関連する第
三者認証サービスの提供を示唆

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society (RAPS)

https://www.ra

ps.org/news-

and-

articles/news-

articles/2019/

6/uk-nb-will-

not-apply-for-

eu-mdrivdr

ECは、新/

改訂MDR / 

IVDR規格に
関するフィー
ドバックを
募集中

6月28日 欧州委員会（EC）は、MDR（欧州医療機器規則）／IVDR（欧州体外診断用医
療機器規則）に関連する規格の改訂及び新規作成に対する要求
草案へのフィードバックを要求

 概要：
• ECは、CEN及びCENELECに対し、MDR／IVDRに即した現規格の改訂
及び新規作成を要求

• 標準化要求草案に対するフィードバックを募集（7月25日まで）
• MDR： 改訂が必要な規格は57つ、新規作成が必要な規格は6つ
• IVDR： 改訂が必要な規格は39つ、新規作成が必要な規格は4つ

 今後の予定：
• CENとCENELECは、ECの標準化要求の草案を受領日から1か月以内に
承認

• CENとCENELECの共同作業計画もECへ提出される予定

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society (RAPS)

https://www.ra

ps.org/news-

and-

articles/news-

articles/2019/

6/ec-seeks-

feedback-on-

new-and-

revised-

mdrivdr-stan
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ヘルス
ケア

英国 UL 

International
（UK）Ltd.
（NB 0843） -
医療機器が
ボディーケア
を英国で
中止

7月2日 UL International (UK) Ltd. (NB 0843)は、医療機器指令（MDD）
93/42/EECに基づく通知機関としての運営を停止

 背景：
• UKのBrexitに伴いMDDに基づく英国の指定通知機関は指定を解除

 概要：
• UL International（UK）Ltd.（NB 0843）は、医療機器（MDD）に関する理事
会指令93/42/EECの下での通知機関としての運用を中止
（2019年9月1日）

• また、体外診断用医療機器（IVDD）に関する理事会指令98/79/ECの下で、
ULは通知機関としての指定を制限し、IVD 0308の指定のみ
保持（2019年9月1日）

 今後の運用：
• ULの顧客は、ULのCE証明書をパートナー機関であるPolskie Centrum 

Badan I Certyfikacji S.A. (PCBC, NB 1434)に移転する
ことで、認証を維持可能

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://www

.ul com/ne

ws/ul-

internationa

l-uk-ltd-nb-

0843-

medical-

device-

notified-

body-

ceasing-

operation-

uk
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ヘルス
ケア

欧州 指令から規
制への移行
を支援する
実装ツール

7月4日 欧州委員会（EC）は、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器
規則（MDR）の実施に向け、ガイダンス文書を発表

 概要：
• ECは、以下2つのガイダンスを発表

• MDCG 2019-7: Guidance on Article 15 of the Medical Device 

Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) 

regarding a "person responsible for regulatory compliance" (PRRC)

• Medical Devices： Guidance Document relating to the application of 

Article 18 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament 

and of the Council of 5 April 2017 on medical devices

• また、 既に公表されているDG GROW’s IVDR/MDR information kitに、
Factsheet for healthcare professionals and health institutionsを追加

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://www

.medtecheu

rope.org/ne

ws-and-

events/new

s/implemen

tation-tools-

to-help-

transitionin

g-from-

directives-

to-

regulations/

MDR / IVDR
の
実施状況に
関する業界
の見通し

7月4日 MedTech Europe は、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器規則
（MDR）の実施に向け、具体的な7策を提案

 概要：
• 規則実施準備状況の加速に関し、スライドパックを作成、7つの
具体案を提案
• 通知機関指定の加速
• 全製品への（再）認証手続きの適用
• 最も緊急の分野における明確で迅速な質の高いガイダンスの公表
• Eudamedデータベースの適切な仕様、スケジュールでの展開
• 共通仕様の迅速な公表
• 最優先分野における規格の適時の調和確保
• 新研究所と専門家パネルの迅速な設立

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://www

.medtecheu

rope.org/ne

ws-and-

events/new

s/industry-

perspective

-on-the-

implementa

tion-status-

of-the-mdr-

ivdr/
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ヘルス
ケア

欧州 EPSCO
理事会会議

7月4日 EU理事会の雇用・社会政策・保険・消費者問題理事会（EPSCO）の会合が開
催され、医療機器規則及び体外診断用医療機器規則についても議論

 会合内容：
• ドイツ、アイルランドは、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器規
則（MDR）の実施に向けた各国の準備状況の分析を要求

• 20カ国が、規則実施への準備状況に関し懸念を表明
• 欧州議会は、5月の実施までに準備を完了させる立場を表明

 今後の予定：
• 2019年末までに、加盟国、欧州委員会、欧州議会で必要に応じ議論予定

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://www

.medtecheu

rope.org/ne

ws-and-

events/new

s/epsco-

council-

meeting/
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ヘルス
ケア

英国 ISO 13485
及び2020年
5月のMDR
認証期限の
製品

7月11日 BSIは、ISO 13485及び医療機器規則（MDR）の認証に関し顧客に迅速な対
応を呼びかけ

 背景：
• 2020年5月より、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器規則
（MDR）が実施

• BSIは、通知機関（Notified Body）として、申請を受け付け中
 呼びかけ内容：

• ISO 13485ポリシーの更新により、3年毎の再認証評価の実施から、毎年
の監査及び3年目の戦略的レビューによる再認証の選択が可能
• BSIは、QMS認証サイクルから戦略的レビューを削除し、他の医療制度
や認定（SCC、RVA、MDSAP、MDR、IVDR）との互換性を担保

• 2020年のMDR実施期限に間に合うように、医療機器メーカーは早期の申
請が必須
• 通知機関（NB）のキャパシティの問題もあり、2019年12月以降の申請
は、2020年5月の実施までに認証取得が間に合わない危険性あり

British 

Standards 

Institution (BSI)

https://www

.bsigroup.c

om/en-

GB/medical

-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/iso-

13485-and-

products-

with-may-

2020-

deadline-

for-mdr-

certification

/
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ヘルス
ケア

英国 MHRAはEU 

MDRに従い、
Clinical 

Investigatio

n Guidance 
を改訂

7月30日 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) は、
欧州医療機器規則（MDR）に伴い、Clinical Investigation Guidanceを
2013年版より改訂

 背景：
• 欧州医療機器規則（MDR）は、2017年5月26に発効され、2020年5月26日
より適用予定

• 欧州体外診断用医療機器規則 (IVDR)は、2022年5月26日より適用予定
 概要：

• ガイダンスは、MDRの附属書XVに基づく生物学的安全性評価に
関する立法規定について記載

• MDR第62条に基づき、以下を反映
• 臨床試験患者への予想される利益は、予見可能なリスクを正当化
• 必要なすべての毒物学的リスクが適切に考慮されていることを
保証するため、十分なデータを提出

• また、医療機器の生物学的および臨床的評価に関するISO 10993-1:2018 

Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and 

testing within a risk management processの内容をガイダンスに反映

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society (RAPS)

https://www

.raps org/n

ews-and-

articles/ne

ws-

articles/201

9/7/mhra-

revises-

clinical-

investigatio

n-

guidance-

in-li
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ヘルス
ケア

英国 BSIサービス
更新、MDR
更新、フタル
酸エステル、
電子警告、
及びインプラ
ントカード

8月15日 英国規格協会（BSI）は、医療機器規制（MDR）の最初のレビューを開始し、
MDRに基づく要件の更新を公表

 各分野における対応方針（抜粋）：
• フタル酸エステル：

MDRのAnnex1に示されている要件の適用が必要であり、
最終ガイダンスが公表され次第、BSIは、ウェビナーを提供予定

 eVigilance：
欧州委員会（EC）が、警告システムに関する追加のガイダンスを公開
（7月10日）。2020年1月より、製造メーカーはインシデント報告時に
Manufacturer Incident Reporting (MIR)の適用が必須であり、BSIもMIR形式
のレポートを受け入れ予定

 インプラントカード：
• MDR第18条がインプラントカードに関する要件を定義しており、BSIはウェ
ビナーを公開

British 

Standards 

Institution (BSI)

https://www

.bsigroup.c

om/en-

GB/medical

-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/bsi-

service-

update-

mdr-

update-

phthalates-

evigilance-

and-

implant-

cards/

欧州 イタリアの
IMQは、EU
で指定され
た4番目の
通知機関

8月20日 イタリア認証機関のIMQは、欧州の医療機器規制（MDR）の通知機関（NB）と
して指定（8月20日）
 独Dekra、独TÜV SÜD、英BSIに続き、4番目の通知機関（NB）として指定

 背景：
• 2020年5月26日よりMDRが施行予定

 NB指定状況：
• 当初、欧州委員会（EC）は、2019年末までに20のNB指定を予定
• Lloyd's Register Quality Assurance、UL International、及びQSZürichは、

MDRのNBとしての指定を求める予定はないと発表

MedTech Dive https://www

.medtechdi

ve.com/ne

ws/italys-

imq-fourth-

notified-

body-

designated-

in-

eu/561284/
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ヘルス
ケア

欧州 業界はEUの
使い捨て
デバイスの
再処理規制
に警鐘

8月22日 医療機器業界は、使い捨て製品の再処理に関する欧州委員会（EC）の
方針案を批判

 背景：
• ECは、医療機器規制（MDR）および体外診断用医療機器規制（IVDR）施
行に向けた12の実施事項の一つとして、使い捨て製品の再処理に関する
文書を作成中

 批判内容：
• 文書の開示に対する組織のアプローチ、製造業者と再処理業者間の標準
の違い、実装スケジュールについての問題点を指摘
• 特に、デバイスの再処理適合性分析時の技術文書開示については、多
数の団体より反対あり

• Association of Medical Device Preprocessors（AMDR）は、
再処理に適さない製品リストの公開に反対

MedTech Dive https://www

.medtechdi

ve.com/ne

ws/industry

-sounds-

alarm-on-

eu-single-

use-device-

reprocessin

g-

regs/56145

4/

英国 緊急：クラス
Ir再利用
可能な手術
器具

8月22日 BSIは、クラスIの再利用可能な手術器具について、2020年5月26日までに医
療機器規制（MDR）に基づく通知機関認証が必要であることを告知

 再利用可能な手術器具 定義：
• アクティブなデバイスに接続せず、メーカーが再利用することを前提にした
外科的使用を目的とした器具

 告知内容：
• Annex IX Chapters I 及び III 又は、 Annex XI – Part A (limited to re-

use aspects) に基づき、製品ポートフォリオ内にクラスI再利用可能な手術
器具がある場合、11月1日までにBSIに適合性評価の申請を行うことを推
奨

• 申請は先着順で処理されるため、11月1日以降にBSIが受理した申請につ
いては、2020年5月26日までに認定を取得できないリスクがあることに言
及

British 

Standards 

Institution (BSI)

https://www

.bsigroup.c

om/en-

GB/medical

-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/urgen

t-class-ir-

reusable-

surgical-

instruments

/
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ヘルス
ケア

英国 BSIが医療
機器規制の
最初の製品
を認証

9月3日 BSIはNovartis Concept1吸入器を医療機器規制（EU 2017/745）に
適合するものとして認証（9月2日）

 認証概要：
• BSIは、Novartis Concept1吸入器は、MDRの規則20に基づき、

IIaデバイスとして分類し認証

British 

Standards 

Institution (BSI)

https://www

.bsigroup.c

om/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pres

s-

releases/20

19/septemb

er/bsi-

certifies-

first-

product-to-

the-

medical-

devices-

regulation/
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ヘルス
ケア

欧州 MDRの実装
をサポート
するために
公開された
安全性およ
び臨床パ
フォーマンス
ガイダンスの
概要

10月3日 欧州委員会（EC）は、医療機器規則（MDR）施行に向けたガイダンス文書
「MDCG 2019-9 Summary of safety and clinical performance A guide 

for manufacturers and notified bodies - August 2019」を
公開（9月27日）

 背景：
• 医療機器規制（MDR）第32条により、医療機器メーカーは、カスタム
メイドまたは調査用デバイス以外の埋め込み型デバイス及びクラスIIIデバ
イスに関して、 safety and clinical performance (SSCP) の要約作成が必
要に

 ガイダンス概要：
• 医療機器メーカー及び通知機関向けに、 safety and clinical performance 

(SSCP) の詳細について説明

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://www

.medtecheu

rope.org/ne

ws-and-

events/new

s/summary-

of-safety-

and-

clinical-

performanc

e-

guidance-

published-

to-support-

the-

implementa

tion-of-the-

mdr/

医療機器お
よび体外診
断医療機器
の専門家
パネルへの
expression 

of interestを
呼びかけ

10月3日 欧州委員会（EC）は、医療機器及び体外診断用医療機器の専門家
パネルに対するExpression of Interest （EOI）を募集

 背景：
• ECは、医療機器及び対外診断用医療機器規則に係る専門家パネル設置
に関し、Commission Implementing Decision (EU) 2019/1396（ of 10 

September 2019 laying down the rules for the application of 

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the 

Council as regards the designation of expert panels in the field of 

medical devices）を発行（9月10日）
 募集内容：

• 3年間の任期で医療分野の専門家パネルを募集
 今後の予定：

• 希望する専門家は、申請書を提出（～11月10日）

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://www

.medtecheu

rope.org/ne

ws-and-

events/new

s/call-for-

expression-
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for-expert-
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medical-

devices-

and-in-

vitro-

diagnostic-

medical-

devices/
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ヘルス
ケア

欧州 医療機器
機械指令
（2006/42/E

C）のEHSR
適用に関
するCOCIR
の勧告

10月7日 COCIRは、医療機器機械指令（2006/42/EC）のEssential Health & Safety 

Requirement （EHSR）の適用に関するガイダンス文書を発表
 背景：

• 医療機器規制（MDR）は、General Safety & Performance Requirements 
（GSPR）より EHSR がより詳細な条件を定めている場合、EHSRへの準
拠を規定

 文書概要：
• MDRの実装（2020年5月～）に向け、EHSRの適合に関する実践的なガイ
ダンスを記載

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and Healthcare 

IT Industry
（COCIR）

https://www

.cocir org/m

edia-

centre/posit

ion-

papers/artic

le/cocir-

recommen

dation-

applicability

-of-ehsr-of-

the-

machinery-

directive-

2006-42-

ec-to-

medical-

devices ht

ml

BSIは英国に
おける
体外診断用
医療機器
規則（IVDR）
の指定を
獲得

10月28日 英医薬品・医療製品規制庁（MHRA）は、BSIを新対外診断用医療機器
規則（IVDR、EU 2017/746）の欧州初の通知機関として指定（10月26日）

 指定概要：
• BSIは、IVDRの実施規則（EU 2017/2185）にて指定された
全デバイスを対象とする初の通知機関として、80以上の適合性評価を提供
予定
・がん検査、遺伝子検査、生理学的マーカー、コンパニオン診断用のデバ
イス等、新しくIVDR指定を受けたデバイスも対象

British 

Standards 

Institution (BSI)

https://www

.bsigroup.c

om/en-

GB/medical

-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/bsi-

achieves-

designation

-to-the-in-

vitro-

diagnostics

-regulation-

in-the-uk/
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ヘルス
ケア

欧州 MDCGサブ
グループ内
のガイダンス
開発

11月4日 欧州委員会成長総局（DGGROW）は、欧州医療機器規制（MDR）及び
欧州体外診断用医療機器規則 (IVDR)の実装に関する医療機器調整
グループ（MDCG）の成果物に関する情報をまとめた文書を公開

 文書概要：
• 予想されるガイダンス文書のリストを、利害関係者への推奨承認
スケジュールと共に提供

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://www

.medtecheu

rope.org/ne

ws-and-

events/new

s/guidance-

developme

nt-within-

mdcg-

subgroups/

MDRおよび
IVDRの実装
をサポート
するために
発行されたソ
フトウェアの
条件と分類
のガイダンス

11月4日 欧州委員会成長総局（DGGROW）は、ガイダンス文書「Guidance on 

Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 

2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR」を公開
（10月11日）

 文書概要：
• 新医療機器規制の範囲内にあるソフトウェアの認証基準を定義し、
ソフトウェアの分類基準（ルール）の適用に関するガイダンスを提供

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://www

.medtecheu

rope.org/ne

ws-and-

events/new

s/qualificati

on-and-

classificatio

n-of-

software-

guidance-

published-

to-support-

the-

implementa

tion-of-the-

mdr-and-

ivdr/
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 医療機器規
則：EUは患
者とヘルスケ
アシステムが
特定の低リ
スク医療機
器を引き続き
利用し続けら
れるよう措置
を採択

12月18日 欧州議会は、医療機器に関する新たな規制枠組において、メスなど
低リスク医療機器については、旧指令における認証スキームに基づき
引き続き利用できるとする移行措置を採択

 背景：
 医療機器指令（MDD）に代わる医療機器に関する新たな規制枠組、医療
機器規則（MDR）を採択（2017年）

 移行措置の内容：
 2020年5月までにCEマークを取得した低リスクの医療機器に関して、2024
年5月まではMDDに沿って使用可能

Alliance of 

European 

Medical 

Technology 

Industry 

Associations 

(MedTech 

Europe)

https //www.

medtecheur

ope org/ne

ws-and-

events/new

s/medical-

devices-

regulation-

eu-takes-

action-to-

facilitate-

continued-

availability-

of-certain-

low-risk-

medical-

devices-to-

patients-

and-

healthcare-

systems/
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【情報収集結果抜粋】ヘルスケア分野の標準化動向（4/6）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（4/6）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

2-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medical-devices-regulation-eu-takes-action-to-facilitate-continued-availability-of-certain-low-risk-medical-devices-to-patients-and-healthcare-systems/
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

英国 BSIは医療
機器メーカー
による
リスク管理
システムの
近代化を
支援

12月18日 英国規格協会（BSI）は、医療機器のリスク管理に関する新規格BS EN ISO 

14971:2019 Medical devices. Application of risk management to 

medical devicesを策定
 BS EN ISO 14971:2019の概要：

 医療機器に関連するリスクの特定、見積、管理、測定、監視に関する枠組
みを提供

 バイオ互換性やデータ・システムセキュリティをはじめとする医療機器のラ
イフサイクル全体に適応可能
 バイオ互換性
 データ・システムセキュリティ
 電気
 可動部品
 放射線
 ユーザビリティ

 医療機器の設計、開発、製造、実装、サービス提供など医療装置、機器、
技術に関する全ての組織に関連

 国際規格との関連：
 本規格は、今後発行予定のISO 14971の第3版に相当
 医療機器規則（MDR）、体外診断用医療機器規則（IVDR）との整合化措置
が遅延しているため、本規格の国際版と欧州版の整合化を
一旦切り離すことを決定
 同日に両版を策定した上で、後日整合化を行う予定

British 

Standards 

Institution (BSI)

https //www.

bsigroup co

m/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pres

s-

releases/20

19/decemb

er/bsi-

supports-

medical-

device-

manufactur

ers-to-

modernize-

risk-

manageme

nt-systems/
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【情報収集結果抜粋】ヘルスケア分野の標準化動向（5/6）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（5/6）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/december/bsi-supports-medical-device-manufacturers-to-modernize-risk-management-systems/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
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国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

英国 BSIはオラン
ダにおける
体外診断用
医療機器
規則の認証
機関に指定

12月24日 英国規格協会（BSI）はオランダにおけるEU体外診断用医療機器規則（IVDR）
（EU 2017/746）の第三者認証機関に指定（12月24日）
 本指定は、BSIにとって4度目かつ最終の指定であり、これによりIVDR及び医療機器
規則（MDR）に関する全ての領域の認証を担当することが可能に

 BSIグループ医療機器担当上級副会長Gary Slackコメント要旨：
 本指定によりBrexitの結果に関わらずクライアントに円滑なサービスを提供
するという約束を果たすことが可能

British 

Standards 

Institution (BSI)

https //www.

bsigroup co

m/en-

US/about-

bsi/Media-

Center/Pres

s-

Releases/2

019/bsi-

designated-

to-the-in-

vitro-

diagnostics-

regulation-

in-the-

netherlands

/

欧州 EU医療
機器規則の
規格整合化
プロセスと
対応のため
の5つの方法

12月24日 欧州医療機器規則（MDR）及び体外診断用医薬機器規則（IVDR）関連
規格の策定と国際規格との整合化プロセスが遅延しており、規格への
適合性担保に際し企業は慎重な対応が必要
 医療機器に関連する欧州標準化委員会（CEN）・欧州電気標準化委員会
（CENELEC）による欧州規格と国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）
による国際規格との整合化プロセスが大きく遅延

 MDR及びIVDRに関する規格策定も開始され、リスクマネジメント等関連規格の整合
化プロセスが優先的に扱われているものの、整合化プロセスが遅延する
可能性

 ISO 13485：Quality systems

 ISO 14971：Risk management

 ISO 10993-1：Biocompatibility

 ISO 14155：Clinical trials

 ISO 15523：Labelling

 ISO 15986：Labelling for devices containing phthalates

 米国食品医薬品局（FDA）などは最新の規格への適合を求める場合もあるため、整合
性担保のためには欧州の旧規格と最新の国際規格双方の情報収集、第三者認証機
関への相談など対応が必要

Master Control
https //www.

mastercontr

ol.com/gxp-

lifeline/the-

standards-

harmonizati

on-process-

and-5-tips-

to-manage-

it-with-eu-

mdr/
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【情報収集結果抜粋】ヘルスケア分野の標準化動向（6/6）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（6/6）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.bsigroup.com/en-US/about-bsi/Media-Center/Press-Releases/2019/bsi-designated-to-the-in-vitro-diagnostics-regulation-in-the-netherlands/
https://www.mastercontrol.com/gxp-lifeline/the-standards-harmonization-process-and-5-tips-to-manage-it-with-eu-mdr/
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テーマ別動向把握・分析

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

98
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中国におけるスマートマニュファクチャリング分野に係る標準化動向：
製造業・IoT分野に係る標準化動向

中国は「中国製造2025」や「インターネット＋」等のIoT関連戦略の下、ITU-Tにおいて
国家規格（GB/T規格）をベースとした国際規格化を進めている

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

IoTを中核技術に据えた国家戦略構想を発表
 「中国製造2025」、「インターネット＋」を発表
（2015年）

 工業情報化部は、当該戦略に基づく指南や行動
計画を発表（2015年～2016年）

工業情報化部が「中国製造2025」に
おけるスマート製造の標準化を主導

主
導
機
関

策
定
規
格
（抜
粋
）

1）当該標準の内容がIoT関連標準化を進める他組織（ISO/IEC JTC1 WG10等）の議論に影響を与える可能性、
2）当該標準が途上国において積極活用される可能性（他組織に比べITU-T SG20ではアジア・中東・南米・アフリカなどの

新興国・途上国メンバーによる構成が高いため）、が示唆される

国際標準化との関係性

ITU-Tにて、IoT及びSC&C（Smart Cities

&Communities）を対象とするSG20を設置
 それまで複数のStudy Groupにて個別に進められ
ていたIoTに係る標準化作業を集約

出所：中国工業情報化部、ITU-T HPなど公開情報に基づきDTC作成

承認された規格
（Methodology）（上）

国際
標準化
動向

国際規格
策定との
関係性

工業情報化部（通信）はスマート製造に
関する標準化指南「国家知能製造標準
体系建設指南」を発表（2016年1月）、
関連分野の標準化を推進

（以下、例）

 GB / T 23000-2017 ：「情報化と工業化
の統合管理システムの基盤と用語」

 GB / T 23001-2017 ：「情報化と工業化
の統合管理システム要件」 等

中国は自国開催のITU-T SG20 Meeting

において、GB/T規格に基づく情報化・工業化
の統合規格の承認を獲得

 ITU-T SG20 会合（@中国無錫市）にて、中国推奨
規格であるGB / T 23000-2017及びGB/T 23001-

2017に基づく規格「Methodology for building 

digital capabilities during 

enterprises’ digital transformation

を承認（昨年12月）、
正式発表（本年4月）

 英国、米国、日本、スペイン、
エジプト、マレーシアなど
他の参加国の関連組織・
代表者は規格の開発支援を表明

反映

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-a
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中国におけるスマートマニュファクチャリング分野に係る標準化動向：
国家規格の策定計画発表

中国電子技術標準化研究院 （CESI）はインテリジェントマニュファクチャリング
分野における11の国家規格の策定計画を新たに発表・承認（2019年11月）

 「2019年推奨国家標準計画の第3弾発行に関する国家標準化管理委員会の通知」（ 国家标准化管理委员会关于下达2019年第三批推荐性

国家标准计划的通知（国标委发〔2019〕29号））を発行し、スマートマニュファクチャリング分野における11の国家規格計画を承認
 今回発行の計画は、主に「国家インテリジェントマニュファクチャリング標準システムの構築ガイド（2018年版）」（国家智能制造标准体系建设指南
（2018年版））におけるスマートファクトリー、スマートサービス、スマートイネーブリングテクノロジー、および産業ネットワークに関連した内容

# Reference 規格名 主管委員会 リード団体

1 20193191-T-469 インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサービス能力評価仕様 SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

2 20193190-T-469 インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサービスデータ管理仕様 SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

3 20193195-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェア業界のアプリ
品質要件

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

4 20193192-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェア業界APPのコ
ンポーネント製造及びパッケージングの一般的な要件

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

5 20193194-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェアリファレンス
アーキテクチャ

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

6 20193193-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェアエンジニアリ
ングミドルウェアプラットフォームの一般的な要件

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

7 20192995-T-604 インテリジェントサービスの予測メンテナンスの一般的な要件 SAC/TC 124 机械工业仪器仪表综合技术经济研究
所（ITEI）

8 20192993-T-604 インテリジェントマニュファクチャリングネットワークコラボレーティブデザイ
ンパート1：一般的な技術要件

SAC/TC 124 上海工业自动化仪表研究院有限公司

9 20192994-T-604 インテリジェントマニュファクチャリングネットワークコラボレーティブデザイ
ンパート2：ソフトウェアインターフェイスとデータの相互作用

SAC/TC 124 上海工业自动化仪表研究院有限公司

10 20192972-T-604 エンタープライズ制御システムの統合パート3：製造オペレーション管理の
アクティビティモデル

SAC/TC 159 北京机械工业自动化研究所有限公司

11 20193141-T-339 インテリジェントマニュファクチャリング環境でのIPv6アドレス管理要件 SAC/TC 485 中国信息通信研究院

出所：中国政府HP等公開情報に基づきDTC作成

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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中国品質監督管理総局局長、ドイツ経済技術部長による共同声明により中独標準化協力委員会
（Chinese-German Standardization Cooperation Commission）を設立（2011年）

 以降、毎年標準関連機関、政府機関、産業界が参画する当委員会の会議を開催（直近の会議内容抜粋）

中国SAC/TC260（全国信息安全标准化技术委员会）とDINのNIA（DIN‘s Standards Committee on Information 

Technology and Applications）はITセキュリティ分野の協力に向け、MoUを締結（2019年2月）

廈門で開催された中独標準化協力委員会会議において、ITセキュリティの分野における標準化に
関するワークショップを開催（2019年5月20日）
【ワークショップにおける検討内容】
 ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的枠組みに関する意見の交換
 AI及びビッグデータの分野におけるITセキュリティの標準化及び標準化における現在の開発に関する情報の交換
 ITセキュリティ分科委員会（ISO/IEC JTC 1/SC 27）及びAI分科委員会（ISO/IEC JTC 1/SC 42）間の情報交換の
必要性の確認

 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッグデータ、AI及び国境を越えたデータ転送のITセキュリティ」に
関するホワイトペーパー構造の確認

背景

101

中国と他国間におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力：
ドイツとの協力関係の構築（1/2）

ドイツDINは、ITセキュリティ分野における標準化に向け、ワークショップの開催、
ホワイトペーパーの作成等、中国と関係を強化（2019年5月）

二国間に
おける協力

（要旨）

年 開催場所 達成事項

2015年 成都市 • 中独スマートマニュファクチャリング/Industrie 4.0標準化WGを成立

2016年 ライプツィヒ • スマートマニュファクチャリング/Industrie 4.0標準化WGにて、Industrie4.0のリファレンスアーキ
テクチャモデル(RAMI4.0)とスマートマニュファクチャリングシステムアーキテクチャの相互認証、
無線通信標準化領域の技術協力等9領域にて合意

2016年 ライプツィヒ • 電気自動車標準化WGにおいて、電気自動車及び駆動用バッテリーの安全、ハイブリッド、車の
バッテリー標準化戦略など、6領域にて合意

2017年 中国 • Industrie 4.0、電動自動車、医療機器、エネルギー、生物、Eコマース、高齢者経済などに領域
での国際規格の制定促進・協力に合意

出所：公開情報に基づきDTC作成

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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中国と他国間におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力：
ドイツとの協力関係の構築（2/2）

中国工業情報化部は、ドイツと共同でIndustrie 4.0標準化ワーキンググループや
副大臣級会合を開催（2019年12月）

背景

Industrie 

4.0分野に
おける
活動

（直近動向抜粋）

中・独双方におけるインターネット・Industrie 4.0関連施策推進・協力のため、ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）と
中国工業情報化部（MIIT）の覚書（MoU）に署名（2015年7月）するなど当分野での協力を推進

 【MoU締結者】 独：ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）、中：中国工業情報化部（MIIT）

 【推進者（上記締結者より委託）】 独：ドイツ国際協力公社（GIZ）、中：中国情報産業省電子情報産業発展研 C

 「Company Industrie 4.0 and Intelligent Manufacturing」ワーキンググループや「Digitalisation and Industrie 4.0」運営委員会等
対話プラットフォームの支援を行う他、BMWi国務長官および副大臣のレベルでの年次シンポジウム実施もサポート

第9回中独インテリジェントマニュファクチャリング/Industry 4.0標準化WG及び第3回中独インテリジェントマニュファク
チャリング及び生産プロセスに関する副大臣会合が開催（2019年11月＠ベルリン、ドイツ）

 協議内容：
 参加者が情報セキュリティや産業用ネットワークとエッジコンピューティング、デジタル
ハイジーン、AIアプリケーションなどの基本的及び新しい技術について意見交換、
「中国-ドイツスマートマニュファクチャリング/Industry4.0機能安全白書」を発行

 なおサブフォーラムでは、スマートマニュファクチャリングのビジョン、ナショナル
マニュファクチャリング標準システム構築ガイド（2018年版）、当分野アライアンスに関し議論

 参加者：
 中国工業情報化部、ドイツ経済エネルギー省、標準化機関、科学研究機関、企業、

IoT研究期間、情報セキュリティ機関から80人以上

 協議内容：
 中独のインテリジェントマニュファクチャリングおよび生産プロセスにおける協力の進捗状況をレビュー
し、協力事例と成功した経験を共有し、協力のさらなる強化に関する幅広いコンセンサスを形成

 「中独インテリジェントマニュファクチャリング/インダストリー4.0機能安全白書」、「中独産業インター
ネット白書」、「中独インテリジェントマニュファクチャリング人材教育およびトレーニング白書」を共同で発行

第9回中独インテリ
ジェントマニュファ
クチャリング/

Industry 4.0

標準化WG

第3回中独インテリ

ジェントマニュファ
クチャリング及び
生産プロセスに
関する副大臣会合

中国では、中国電子技術標準化研究院 （CESI）がインテリジェントマニュファクチャリング分野における11の国家規格の策定計画を
新たに発表（2019年11月）するなど、標準化活動も活発に推進しており、今後も動向注視が必要

出所：中国政府HP等公開情報に基づきDTC作成

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

画像の出所：中国電子技術標準化研究院（http://www cesi.cn/201911/5797.html）、中国工業情報化部（http://www miit gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html）
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マレーシアにとって中国は最大の貿易相手国あり、中国からの直接投資も増加。
産業分野における両国政府間（G2G）、企業間（B2B）の協力関係をさらに促進・深化させる必要性が拡大
 総貿易額は3,138億RM、マレーシアから中国への輸出は前年比10.3％増の13,888億RMに（2018年）

 中国からの直接投資（FDI）額は197億RM（40件のプロジェクト：2018年）

背景
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中国と他国間におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力：
マレーシアとの協力関係の構築

マレーシア－中国製造業ラウンドテーブルにて、マレーシア標準工業研究所（SIRIM）・
Huawei間をはじめ、複数のスマート産業推進に向けたMoU締結が実現（2019年6月）

出所：マレーシア国際貿易産業省 (MITI) HP、MARii、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

マレーシア・中国間のスマート製造におけるビジネス協力のため、両国の主要製造業者が集う
ラウンドテーブル「Win-Win Cooperation for Manufacturing Innovative Development」を開催
（6月14日＠マレーシアサバ州コタキナバル）

 共同議長：Datuk Darell Leiking氏（馬国際貿易産業大臣）、Miao Wei氏（工業和信息化部幹部）

 マレーシアのIndustrie 4.0国家政策（Industry4WRD）に関するプレゼンテーション、中国によるスマート製造政策に関するプレゼンテー
ションに加え、両国主要企業を交えたコラボレーションについての議論を展開

 結果、Industrie 4.0及びスマートマニュファクチャリング分野における協力強化のため、下記5件のMoU/ MOAが実現

MoU

締結概要
1

2

3

 Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)

 Huawei Technologies (Malaysia)

4

5

MoU

MoU

MoU

MoU

MoA

 Malaysia Automotive, Robotics and IoT Institute (MARii) 

 Center for International Economic and Technological Cooperation (CIETC)

 NHY Borneo

 SANY (China)

 K.T.I Sdn Bhd

 Sany Construction Industry Development (M) Sdn Bhd

 PP Telecommunication Sdn Bhd 

 China Wuhan FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd

当イベントは両国間の貿易関係、特にIndustry 4.0に沿ったエレクトロニクス、
電気通信及びモビリティ等新技術分野における重要なマイルストーン

―Leiking氏

NHY Brneo

NHY Brneo

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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ビジネス及び産業のための自主基準の承認に関するMoUを更新

【MoU締結の主体者】

 英国規格協会（BSI）

 中国標準化委員会（SAC）

【MoUの内容】

 共通の国際規格の開発と導入に関する協力を継続

 両国の貿易及び投資機会の促進に向けて、規格策定において協力可能な分野を特定
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中国と他国間におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力：
英国との協力関係の構築

英BSIは、貿易及び投資拡大に向けて、ビジネス及び産業に関する中国SACとの
MoUを更新（2019年6月）

MoU締結
（要旨）

Brexitに向け、貿易を多角化

 Scott Steedman氏（Director of 

Standards, BSI）は、「英国は輸出を
多様化させようとしており、当該MoUは
輸出成長に向けた市場条件の確保に
極めて重要」と発言

 BSIは15年以上にわたりSACと協力
関係を構築しており、本MOUにて
関係性を継続

一帯一路構想実現に向け、各国との
協定締結による標準化戦略を加速

 中国は、一帯一路の対象国と多数の
標準化協力の覚書を締結し、ワーク
ショップ等で中国標準を紹介、中国規格
の世界標準化を企図

 SACと中国工程院は、標準化戦略
研究プロジェクト“China Standard 

2035”において、英国からのインプット
を期待

• 2020年に最終報告書を取りまとめ、

標準化戦略形成のガイドラインとして
使用を予定

英国
（BSI）

中国
（SAC）

貿易及び投資拡大
の協力体制確立

の必要性

出所：公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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特殊ロボット分野における、安全性担保向上の協力に関して、MoUを締結

【MoU締結の主体者】

 Underwriters Laboratories Inc.（UL）

 Fujian Special Equipment Inspection and Research Institute（FJSEI）

【MoUの内容】

 特殊ロボット分野における共同調査プロジェクトの実施

 特殊ロボット操作に関する共同訓練の実施

 特殊ロボット業界の標準化及び持続可能な開発の推進
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中国と他国間におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力：
米国との協力関係の構築（1/2）

米ULは、中FJSEIと特殊ロボット分野の安全性担保の協力に関するMoUを締結
（2019年6月）

MoU締結
（要旨）

MoU締結時の様子（上）

ロボティクス関連における国際的な
標準化活動の牽引役として活動を推進

 ULは1893年の設立以降、一貫して機器・
電気製品関連の検査及び認証サービスを
提供

 近年は、中国における特殊ロボット市場
の爆発的な成長を見越した上で、
国際的な標準化活動を牽引

国内の特殊ロボット市場の成長を前に、
国内外の標準化活動を加速

 2020年に国際特殊ロボット市場は
$4.95BUSDに成長、その内中国市場は、
1.07BUSDを占める見込み

 FJSEIは、特殊ロボットの国内規格改訂、

検査、認証、訓練、評価、国際規格との
調和を担当

 技術革新を伴う市場の拡大と共に、
標準の統一化や安全性担保
のための検査等、課題が表面化

米国
（UL）

中国
（FJSEI）

特殊ロボットの
安全性担保の協力
体制確立の必要性

出所：公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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画像の出所：UL（https://www.ul.com/news/ul-and-fjsei-set-new-benchmark-specialized-robots-industry）
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IEEE SA Standards Board Audit Committee （AudCom）において決議が行われ、スマート
マニュファクチャリングに係る委員会（IEEE Computer Society / Smart Manufacturing 

Standards Committee (C/SM)）の正式設置が決定（9月3日）
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中国と他国間におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力：
米国との協力関係の構築（2/2）

IEEEは、インテリジェントマニュファクチャリングに係る新たな技術委員会を設置
（2019年9月）しており、中国電子技術標準化研究院（CESI）が議長を担当

出所：IEEE HP、その他公開情報に基づきDTC作成

新委員会
(IEEE/C/SM)

の設置

IEEE-SA Standards Board Audit Committee (AudCom) Minutes (September 3)

6.1.3 IEEE Computer Society Smart Manufacturing Standards Committee (C/SM) 

This was discussed after agenda item 4.1.5. A motion was made (Mohla) and seconded (Koshy). 

Motion: Recognize the Computer Society Computer Society Smart Manufacturing Standards Committee, to be abbreviated as C/SM, 

as an official Standards Committee, in accordance with IEEE-SASB Bylaws 5.2.2. Upon vote, the motion passed.

具体的な規格策定・検討は未だなされていないものの、今後の標準化活動状況に注視が必要

 IEEEインテリジェント製造標準の確立、開発、レビュー、リリース、宣伝及び関連アプリケーション実務の指導、管理、監督活動範囲

体制
 中国電子技術標準化研究院（CESI）のDr Weishaが議長を担当
 事務局、技術委員会、諮問委員会及び複数のWGを設立予定

策定予定
の標準

 共通標準： インテリジェント製造に関連する概念を統一し、一般、安全、信頼性、テスト、評価などを含むインテリジェント製造
基盤に共通する主要問題解決のための規格を策定

 インテリジェント機器標準： インテリジェント生産プロセスにおけるインテリジェント機器・製品、物流システム、検査システム、
産業用ソフトウェア、産業用クラウドプラットフォーム間のデータ共有と相互接続の問題を解決するための規格を策定

 スマートファクトリー標準： スマートファクトリーの設計、建設、配送の建設プロセス、および工場での設計、生産、管理、物流、
システム統合のビジネス活動を定義

 インテリジェントなサービス標準： 製品とサービスの統合、分散型製造リソースの有機的統合、及びそれらのコアコンピテンシー
の高い相乗効果を実現し、企業内外の様々なリソースの包括的な利用を解決するための要件を規定

 インテリジェントな実現技術標準： インテリジェントな製造情報技術エコシステムを構築し、人工知能アプリケーション、産業用
ビッグデータ、産業用ソフトウェア、産業用クラウド、エッジコンピューティング等を含む製造分野における情報とインテリジェンスの
レベルを向上させるための要件を規定

 産業用インターネット標準： 統一された包括的でオープンな産業用インターネットの包括的な標準化システムを構築

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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米国及びドイツにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力

ASTMインターナショナルとドイツTÜV SÜDは、付加製造（Additive Manufacturing:

AM）技術の標準化・活用加速、信頼性の向上を目指した覚書を締結

MoU締結
（要旨）

背景

米国
（ASTM International）

ドイツ
（DIN、 TÜV SÜD）

両者連携による

当分野の研究・
標準化における
連携・普及に向
けた協力推進の
必要性の高まり

AM技術の活用加速化、信頼性の向上を目指した覚書を締結（2019年11月＠Formnext 2019※1）
【MoU/戦略的パートナーシップの締結者】
 米国： ASTM International

（代表：Dr. Mohsen Seifi, Director of Global AM programs at ASTM International）

 ドイツ：TÜV SÜD
（代表：Mr. Holger Lindner, CEO of TÜV SÜD’s Product Service Division）

【MoU/戦略的パートナーシップの内容】
 AM分野における新たな教育、アドバイザリー、資格、認定サービスの共同開発、知識の共有や
業界を超えての技術活用を推進
 主分野は、地上交通とモビリティ、航空、工業プラント、消費財、ヘルスケア等

ASTMは、AMの標準化・認証活動注力の
ため、委員会・研究拠点設置、研究支援や
国際シンポジウム開催等を積極推進

 2009年から、技術委員会「F42 on 

Additive Manufacturing Technologies」を設置

 政府・業界・学会と協力し、戦略的R&D推進のため
の「ASTM International Additive Manufacturing 

Center of Excellence (AM CoE)」を設立

 当分野専門家・リーダーが参加する国際シンポジウ
ムを開催
 第4回シンポジウムを開催（2019年10月）

 AD分野の標準化加速に資する研究への資金提供
も実施
 第2ラウンドとして9件を選定（2019年9月）

※1 AM分野におけるドイツ主催の国際イベント。今年は初めてオフィシャルパートナー国として米国を指名
出所：ASTM International HP, DIN HP等の公開資料に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ドイツは欧州の中でもAM分野で先行。
当条件を活かし標準化活動を積極推進

 付加製造の先駆けとなる「DIN SPEC 17071 

Additive manufacturing - Requirements for 

quality-assured processes at additive 

manufacturing centres」を発行（2019年12月予定）

 品質保証プロセスガイドラインとして、従業員、
作業手順の文書化、インフラ、材料、プロセス
資格など、品質関連の問題を網羅的に考慮

 Deutsche Bahn、MT Aerospace、Siemens 

Mobility及びTÜVSÜDの参画・イニシアティブ
により策定

 今後当規格に基づくISO/ASTM規格化を企図

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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ベトナムはスマートプロダクション分野発展施策の一環として、韓国との協力を推進（2018年）
 世経済フォーラム（WEF）（2018年9月11日～13日@ハノイ）の枠組みの中で、韓国ビジネス協会・在ベトナム韓国大使
館共催界のイベント「Korea Night」を開催し、Industrie 4.0分野における新たな協力方法を模索

 当イベントに、Chu Ngoc Anhベトナム科学技術大臣、Kang Kyung-Wha韓国外相、Kim Do-Hyon韓国大使、
Kim Jung-In韓国ビジネス協会（KBA）会長等、政府関係者・財界関係者が出席

IGI Koreaはベトナム訪問の際、品質保証訓練センター（QTC）と共同で、ベトナム北部の企業に対して
ビジネス需要に係るアンケートやスマートプロダクションの紹介を実施（2019年）

QTC・IGI Korea間で、ベトナム企業のスマート製造レベル評価協力のため覚書（MoU）を締結（6月6日）

【MoU 締結者】
 ベトナム：品質保証訓練センター（QTC） 副センタ―長 Le Minh Tam

 韓国： IGI Korea※社長 Sangsu Choi

 （ベトナム：標準・計量・品質局（STAMEQ） 局長 Tran Van Vinh（同席））

【MoU内容】
 ベトナムの製造会社の現在のスマート製造レベルを評価に際しての協力を推進。
ベトナムにおける当分野の発展支援のため、今後多くの効果的な協力活動を継続実施

背景
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ベトナム及び韓国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化協力

（参考）ベトナム品質保証訓練センター（QTC）とIGI Koreaがスマートプロダクション
分野における協力推進のため、MoUに署名（2019年6月）

MoU概要

※（参考）IGI Koreaは、スマートプロダクション分野におけるコンサルティング、プラットフォーム開発、トレーニングや製造関連の問題の対処等の総合サービスを提供
出所：STAMEQ HP、Hanoi Times等公開情報に基づきDTC作成 ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

MoU締結の様子（上）

Kim Jung-In

KBA会長
Chu Ngoc Anh

越科学技術大臣

両国は「韓国-ベトナム2.0（South

Korea-Vietnam 2.0）」の協力準備を行う
ときが到来。スマートシティやE政府、
通信インフラ等ベトナム政府の注力分野
において韓国はより進展

特にハノイ郊外のHoa Lac

Hi-tech Parkへの投資を含む
ハイテク分野への韓国企業の
投資において、より両国の
協力が発生することを要望

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

画像の出所：STAMEQ（https://tcvn.gov.vn/2019/06/le-ky-ket-hop-tac-ve-linh-vuc-san-xuat-thong-minh-giua-trung-tam-dao-tao-chat-luong-va-cong-ty-igi-han-quoc/）
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米国及び国際社会におけるスマートマニュファクチャリング分野に係る標準化動向

ULは、ULネットワーク用ソフトウェアサイバーセキュリティの規格案について、
既存規格との重複を理由としたISAの申し立てを承認（2019年4月）

国内標準化動向

国内関連
市場動向

規格策定
動向

IoT普及に伴い、高度なサイバー攻撃が増加

 サイバー攻撃の大半がWebカメラやルーター等の
IoT機器を狙った攻撃であり、IoT製品・システムに
係るセキュリティ規格の策定が必要に

UL2900-2-2が国家規格（ANSI）として承認されない場合、IECを通じた国際規格の地位確立は困難。今後は
ISA/IEC62443シリーズの一層の普及、またはUL2900-2-2のISA/IEC補完規格としての再検討シナリオが想定される

国内/国際関連標準化動向

ISA99標準委員会（Industrial Automation and 

Control Systems Security）が産業オートメーション・
制御システムセキュリティに係る規格を主導
 世界900人以上の会員、専門家の意見を集約

国際
標準化
動向

国際規格
策定との
関係性

ISA99標準委員会が主導し、IEC/TC65との並
行レビュー・採択により、制御システムセキュリ
ティの全レイヤー/プレイヤーをカバーした規格
（ISA/IEC 62443シリーズ）を策定
（以下、標準化のレイヤー及び発行規格の例）

 ISA/IEC 62443-1シリーズ一般（共通用語・マトリックス）

 ISA/IEC 62443-2シリーズ セキュリティプログラム

 ISA/IEC 62443-3シリーズ
構築事業者向け技術・システム

 ISA/IEC 62443-4

シリーズ
コンポーネント・
デバイス

出所：UL、ISA,IEC HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ULが「ネットにつながる製品・システム」
対象の業界セキュリティ規格を検討

策
定

機
関

策
定
規
格
（抜
粋
）

規
格

普
及

UL2900シリーズに基づくUL CAP 

(UL Cybersecurity Assurance Program)を提供
 UL2900-2-2についても企業へ認証を発行

米連邦政府からの要請を受け、
UL2900シリーズ規格の策定推進
（以下、主要規格抜粋）

 UL 2900-1 一般要求事項：ネットワーク接続製品
SW（発行済）

 UL2900-2シリーズ 産業別要求事項（発行済）：

• UL2900-2-1 ヘルスケアシステム

• UL2900-2-2 産業用制御システム

• UL2900-2-3 ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾗｲﾌｾｰﾌﾃｨｼｸﾞﾅﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

 UL2900-3シリーズ プロセス要求事項（策定中）

ISAは、ULが規格の
重複特定のプロセスを
怠ったとして申し立て

（参考）NEMAも関連部分
におけるISA/IEC規格の
採用を促す書簡を発行
（2017年）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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中国は、環境と経済成長の両立を目指すグリーン発展を国家計画に据え、グリーン製造に係る通達等を発行
 中国共産党第18期中央委員会第5回全体会議にて「革新・協調・グリーン・開放・共有」の5つの発展理念を発表（2015年）

 国家第13次5カ年計画（2016年～2020年）においてグリーン発展を国家発展における理念・方式とすることを明確に提示
 国務院「エコ文明建設推進の加速に関する意見」にも、従来の新型工業化、情報化、都市化、農業近代化の「4化」に
「グリーン化（環境配慮型）」の概念を加えた「新5化」を提示

 「中国製造2025」では、「グリーン発展」を5方針の1つとして、「グリーン製造」を重点実施の5大プロジェクトの1つとして提示
 グリーン製造・グリーンファクトリーに係る目標達成のため、ガイドラインや通達を相次ぎ発表（以下、主な実施例）

• 「グリーン製造プロジェクト実施ガイド（2016年～2020年）」（2016年9月）

• 「グリーン製造体系構築・実施に関する通達（工信庁節函〔2016〕586号）」（2016年9月）

• 「グリーンファクトリー評価通則（GB/T 36132-2018）」（中国工業情報化部発行。2018年5月公布、同年12月施行）

 工業情報化部（工业和信息化部）主導で全国グリーンファクトリー推進連盟（全国绿色工厂推进联盟）を設立（2017年9月）

背景

110

中国によるグリーン製造における政策・標準化動向

中国はグリーン化を国家発展理念の1つとし、グリーン製造/工場に係る施策・法令を
複数打ち出しており、直近では全国グリーンファクトリー推進連盟が検討会議を開催

出所：中国政府機関HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

全国グリーンファクトリー推進連盟がグリーン製造・「14次5年計画」等開発戦略も見据えた2つの会議を開催

直近（7月）

の政策・
標準化
活動動向

1

2

 会議出席者
 工業情報化部省エネルギー総合利用部、中国鉄鋼協会、中国石油化学工業連盟、中国建材連盟、
中国電子省エネルギー技術連盟、中国機械生産性向上センター等17の統括部署代表

 討議内容
 グリーンファクトリーの推進・作業状況の報告、「14次5年計画」の開発戦略に係る研究推進等を確認
 ①グリーンファクトリーの戦略的計画重視、②主要なグリーンテクノロジー革新強化、
③グリーンファクトリーの標準システム改善、④グリーンファクトリー関連の管理メカニズムに関する
研究促進、⑤グリーンファクトリー方針基準の推進強化、等観点よりグリーンファクトリー創造の発展・推進を提案

第1回評議
会第3回
会議

（7月8日）

連盟会議

及びｸﾞﾘｰﾝ
ﾌｧｸﾄﾘｰ

創造ﾌｫｰﾗﾑ
（7月30日）

 会議・フォーラム出席者
 各作業部会の代表者・関連者（詳細情報の公開なし）

 討議内容
 グリーンファクトリー創設作業フェーズの概要と次作業計画、専門家による基調講演、グリーンファクトリー事例紹介、
第三者評価機関による評価照明、典型的な産業におけるグリーンファクトリー創設に関する報告、企業のグリーン製造
技術に関する経験の共有 等

写真：全国グリーンファクトリー
推進同盟第1回評議会第3回

会議開催委の様子

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

画像の出所：中国電子技術標準化研究院（http://www.cesi.cn/201907/5280.html）
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スマート
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中国 ULとFJSEI

が特殊

ロボット業界
に新たな
ベンチマーク
を設定

6月17日 FJSEI（福建省特殊装置検査研究所）とULは特殊ロボットに関する協力覚書
に署名（＠泉州）

 協力内容（予定）：
• 関連する調査プロジェクト及び特殊ロボット操作に関わる訓練の実施
• 特殊なロボット業界標準に存在するギャップを埋め、業界の標準化と持続
可能な開発を促進

 特殊ロボット概要：
• 産業用ロボットやホームサービスロボットとは異なるプロフェッショナルサー
ビスロボット

• 製造業以外の分野において危険な環境下で人間の代わりに作業
• 地震、洪水、異常気象、火災、警備およびその他の公安事故への
対応において使用

 FJSEI概要：
• 主に特殊ロボットの国内規格の改訂、国内および国際規格の調和、及び
特殊ロボットのテストと認定、理論的・実践的な訓練と評価を
担当

• 全国特殊作業ロボット標準化作業チーム（SAC / SWG13）議長及び国家
特殊ロボット試験検査センター建設グループ議長を担当

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://www.ul

.com/news/ul-

and-fjsei-set-

new-

benchmark-

specialized-

robots-

industry

中国電子技
術標準化研
究院がダッ
ソー・システ
ムズとの戦
略的協力枠
組み協定に
署名

6月17日 中国電子技術標準化研究院がダッソー・システムズと戦略的協力枠組み協定
に署名（6月4日）

 目的：
• ビルディングインフォメーションモデル（BIM）などの産業用ソフト
ウェアの標準化の促進

• 標準開発、検証および試験の促進及び国際標準化の積極的な検討・促進
するための双方のリソース及びベストプラクティスの活用

中国電子技術標
準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201906/

5153.html
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/4）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（1/7）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.ul.com/news/ul-and-fjsei-set-new-benchmark-specialized-robots-industry
http://www.cesi.cn/201906/5153.html
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 国際電気
通信連合は
正式に統合
のための
最初の国際
規格を発表

4月4日 ITU-T(国際電気通信連合)が中国国内規格に基づいた国際規格「Y.Sup52：
Methodology for building digital capabilities during enterprises’ 

digital transformation」を発表
 本規格は、中国の国内規格「情報化と工業化の統合管理システムの基盤と用語」

(GB / T 23000-2017)、「情報化と工業化の統合管理システム要件」(GB / T 

23001-2017)の内容に基づく
 国際規格策定支援国：

• 英国、米国、日本、スペイン、エジプト、マレーシア、他

中国机械工业联
合会

http://www.mei

.net.cn/xghy/2

01904/818074.

html

ドイツ 標準化及び
ITセキュリ
ティの分野に
おける

標準化に関
するワーク
ショップ

5月21日 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するドイツ - 中国ワーク
ショップを開催(5月20日)

 DINは中国のSAC/TC 260と情報技術及びアプリケーション標準化委員会(NIA)と
の間で締結された覚書に基づいた議論を実施(2019年2月)

 討議内容：
• ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的枠組みについて意見を
交換

• AI及びビッグデータの分野におけるITセキュリティの標準化及び標準化に
おける現在の開発に関する情報を交換

• SC 27:ITセキュリティ(ISO/IEC JTC 1/SC 27)とSC 42:AI(ISO/IEC JTC 

1/SC 42)との間で緊密な情報交換が必要なことを確認
• 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッグデータ、AI及び国
境を越えたデータ転送のITセキュリティ」に関するホワイトペーパー構造を
定義

ドイツ規格協会
(DIN)

https://www.di

n.de/de/din-

und-seine-

partner/press

e/mitteilungen

/deutsch-

chinesischer-

workshop-zu-

normung-und-

standardisieru

ng-im-

bereich-it-

sicherheit-

331286
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（2/4）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（2/7）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.mei.net.cn/xghy/201904/818074.html
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/deutsch-chinesischer-workshop-zu-normung-und-standardisierung-im-bereich-it-sicherheit-331286
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ベト
ナム

品質保証訓
練センターと
IGI Koreaが
スマートプロ
ダクションに
関するMoU

に署名

6月6日 品質保証訓練センターとIGI Koreaがスマートプロダクションに関するMoUに
署名（6月6日）
 IGI Koreaは、スマートプロダクション分野におけるコンサルティング、プラットフォーム
開発、トレーニングや製造関連の問題の対処等の総合サービスを提供する企業

 IGI Koreaは、今回のベトナム訪問の際に、品質保証訓練センターと共同で、ベトナム
北部の企業に対してアンケートやスマートプロダクションの紹介を実施

 署名式の主な参加者：
• 標準・計量・品質局局長 Tran Van Vinh

• 品質保証訓練センター副センタ―長 Le Minh Tam

• IGI Korea社長 Sangsu Choi

STAMEQ
https://tcvn.gov

.vn/2019/06/le-

ky-ket-hop-tac-

ve-linh-vuc-

san-xuat-thong-

minh-giua-

trung-tam-dao-

tao-chat-luong-

va-cong-ty-igi-

han-quoc/

マレー
シア

スマートマ
ニュファク
チャリングに
おけるマレー
シアと中国の
協力に向け
た新たな
取り組み

6月14日 マレーシア－中国製造業ラウンドテーブルにおいて、マレーシア標準
工業研究所（SIRIM）とHuaweiがパートナーシップを締結
（6月14日＠コタキナバル）
 SIRIMとHuawei Technologies（マレーシア）は、技術的専門性やICTソリューションに
おける支援を実施するための、Industry 4.0及びスマートマニュファクチャリング関連
分野における協力強化のパートナーシップを締結

 ラウンドテーブルでは、マレーシア自動車・ロボティクス・IoT協会(MARii)と中国電子
科技集団有限公司（CIETC）、K.T.I Sdn BhdとSany Construction Industry 

Development (M) Sdn Bhd、NHY BorneoとSANY (China)がMoUを、P 

Telecommunication Sdn Bhd とChina Wuhan FiberHome Telecommunication 

Technologies Co., LtdがMoAを締結
 協力内容：

• インフラのための企業及び中小企業の連結性促進、人材開発のための助
言及び協力、規格のガイドラインのベストプラクティス及び展開

マレーシア
国際貿易
産業省 (MITI)

https://www.mit

i.gov.my/miti/re

sources/Media

%20Release/M

edia Statemen

t New In-

Roads For Ma

laysia-

China Cooper

ation In Smart

Manufacturing

.pdf
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（3/4）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（3/7）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://tcvn.gov.vn/2019/06/le-ky-ket-hop-tac-ve-linh-vuc-san-xuat-thong-minh-giua-trung-tam-dao-tao-chat-luong-va-cong-ty-igi-han-quoc/
https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Media_Statement_New_In-Roads_For_Malaysia-China_Cooperation_In_Smart_Manufacturing.pdf
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英国 BSIは中国
の標準化
管理局との
合意を拡大

6月14日 BSIは、ビジネスおよび産業のための自主基準の承認に関する中国のSACと
のMoUを更新
 BSIは15年以上にわたりSACと協力関係を継続しており、本MOUにて
その関係性を継続

 英国中国標準化協力委員会の第4回会合を実施（6月17日週＠マンチェスター）
 MoU目的：

• 両国間および世界中の貿易と投資を促進するために共通の規格を使用す
るという英国と中国のコミットメントを強調

• 英国が輸出の多様化を推進する中で、輸出の成長のための市場
環境を確保

 会合内容：
• スマートシティ、グラフェン、再製造に関する技術ワーキンググループにお
ける進捗が焦点

• Belt and Road Initiativeにおける規格の果たす役割、また英国がどのよう
に中国の新しいStandardization 2035戦略に協力可能かについて議論

＊グラフェン：原子の厚さのsp2結合炭素原子のシート状物質

英国規格協会
(BSI)

https://www.b

sigroup.com/e

n-GB/about-

bsi/media-

centre/press-

releases/2019

/june/bsi-

extends-

agreement-

with-

standardizatio

n-

administration

-of-china/
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（4/4）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（4/7）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/june/bsi-extends-agreement-with-standardization-administration-of-china/
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スマート
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国際 ULパネルは
ULのサイ

バーセキュリ
ティ規格に対
するISAの不
服申し立てを
支持

4月24日 ULパネルがUL 2900-2-2ネットワーク用ソフトウェアサイバーセキュリティの
規格に対するISAの申し立てを承認

 ISAは産業用オートメーション及び制御システムのセキュリティ分野に関し、既に広
く普及しているISA / IEC 62443シリーズの規格にUL 2900-2-2が重複しているとし
て申し立て実施
 背景：

• ULがANSI (米国規格協会)の認定に従って、重複や重複を防ぐことを目的
とした手順に従わなかったと主張

• NEMAもULへ、UL 2900-2-2を廃止しISA / IEC 62443シリーズの関連す
る部分の採用に焦点を当てるべきと要求(2017年12月)

 現状：
• ULは米国国家規格としてこの文書の承認を求めているが、現時点では

ISAの申し立てのために停止中
• ULは既存規格との重複を認めたが、UL 2900-2-2を修正しISA / IEC 

62443を補完する規格とすればISAの申し立てを棄却するという申し出を
拒否

The 

International 

Society of 

Automation

（ISA）

https://www.is

a.org/news-

and-press-

releases/isa-

press-

releases/2019/

april/ul-panel-

upholds-isa-

appeal-of-ul-

cybersecurity-

standard/
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/3）
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スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.isa.org/news-and-press-releases/isa-press-releases/2019/april/ul-panel-upholds-isa-appeal-of-ul-cybersecurity-standard/
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

ドイツ 標準の定義、
ソリューショ
ン実現、未来
の形成

4月 インダストリー4.0 標準化協議会と複数の企業が、共同で標準化を開始しIoT

分野を推進するためにMoUを締結
 MoUによって産業用IoT(IIoT)の要件、継続的な標準化活動、標準化における
ギャップの特定及び適切な解決策を導くための定期的な情報交換を行うことを
確認
 MoU締結メンバー

• 富士通取締役 AIOTI理事 Thomas Walloschke

• シーメンステクノロジーセクター産業部門長 Dr. Ing Dieter Wegener 

• インダストリー4.0 標準化協議会マネージングディレクター Jens Gayko

Standardization 

Council 

Industrie 4.0

https://sci40.co

m/de/hannover

-messe-

2019.html

工業製造
工場のデジ
タル変換の
ための
オープンエコ
システム

4月2日 機械工学、産業オートメーション及びソフトウェアに関わる欧州企業が
アライアンス(Industry 4.0 Alliance)を締結

 当アライアンスは物流やサービスを含む、高度に自動化された工場や工場を
運営するための標準化されたオープンなエコシステムの構築を目的として
締結
 アライアンス締結企業：

• Beckhoff、Endress + Hauser Group、Hilscher、ifm、KUKA、
MULTIVAC、SAP SE、Balluff Group、GebhardtFördertechnik、Pepperl 

+ Fuchs、ARVOS GmbH 、SCHMIDTSCHE SCHACK、SAMSON、
WIKA Alexander Wiegand(計14社)

SAP
https://news.sa

p.com/2019/04

/open-industry-

4-0-alliance-

industrial-

manufacturing-

plants
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（6/7）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-b

※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://sci40.com/de/hannover-messe-2019.html
https://news.sap.com/2019/04/open-industry-4-0-alliance-industrial-manufacturing-plants
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情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

シンガ
ポール

ハノーバー
メッセで事業
提携を強化

4月8日 シンガポール企業がハノーバーメッセに参加し、事業提携や協力関係を
構築

 シンガポール企業庁はAMT, Champion Precision Engineering, Shine 

Precision Engineering、ISDN Holdingsの4社がハノーバーメッセにて協力関係
構築ないし事業提携に至ったと発表
 ESGの目的：

• シンガポール企業が各国の見本市へ参加をすることを支援し、彼らがイ
ンュベータやアクセラレータなどのパートナーを見つけ海外展開を行うこと
を実現化

Singapore

Government:

Enterprise

Singapore

https://www.

enterprisesg.

gov.sg/medi

a-

centre/news/

2019/april/for

ging-

business-

partnerships-

at-hannover-

messe
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スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/news/2019/april/forging-business-partnerships-at-hannover-messe
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地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 全国グリーン
ファクトリー
プロモーショ
ン連盟第1回
評議会第3回
会議が開催

7月8日 全国グリーンファクトリープロモーション連盟第1回評議会第3回会議が
開催（＠北京）

 討議内容：
• 中国におけるグリーンファクトリーの創造状況と開発提案について議論し、
以下の観点からグリーンファクトリー創造の発展の推進を提案
① グリーンファクトリーの戦略的計画を重視し、グリーンファクトリーの包

括的発展を促進
② 主要なグリーンテクノロジー革新を強化し、積極的に国際交流と協力を

実施
③ グリーンファクトリーの標準システムを改善し、産業ごとに標準の改訂

を実施
④ グリーンファクトリー関連の管理メカニズムに関する研究を促進
⑤ グリーンファクトリーポリシー基準の推進を強化し、全国で広報

活動を実施
 参加者：

• 省情報産業省省エネルギー総合利用部、中国鉄鋼協会、中国石油
化学工業連盟、中国建材連盟、中国電子省エネルギー技術連盟、
中国機械生産性向上センターなどの代表者、計17人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

907/5280.h

tml
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出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201907/5280.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 「プロセス
ベースのイン
テリジェント
マニュファク
チャリングホ
ワイトペー
パー」を発行

8月1日 新世代情報技術産業標準化フォーラムにおいて、「プロセスベースのインテリ
ジェントマニュファクチャリング ホワイトペーパー」を発行

 文書概要：
• ホワイトペーパーは、プロセスベースのインテリジェントマニュファクチャリン
グの主要な構築方向を要約し、デジタル、ネットワーク、及びインテリジェン
ト製造の実装要素について説明

 策定者：
• 中国電子技術標準化研究所、深セン華志インテリジェント製造技術有限公
司、ノースイースタン大学プロセス産業統合自動化国家主要研究所により
共同で策定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

908/5393.h

tml

「スマートセ
ンサースペク
トルシステム
及び開発戦
略ホワイト
ペーパー」を
発行

8月2日 「スマートセンサースペクトルシステム及び開発戦略ホワイトペーパー」を発行
 編集者：

• 産業情報技術部電子情報部及び中国電子技術標準化協会
 ホワイトペーパー概要：

• 中国のスマートセンサー技術、アプリケーション及び産業チェーンの詳細な
研究と概要に基づき家庭用電化製品、自動車用電子機器、産業用制御、
医療用電子機器などの分野における国内外のスマートセンサーの分野の
最新の開発について報告し、中国のスマートセンサー開発の課題と将来の
開発方向について議論

• スマートセンサーの開発戦略の推奨事項を提案し、スマートセンサー産業
と産業発展のための意思決定の基準と基盤を提供

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

908/5415.h

tml
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http://www.cesi.cn/201908/5393.html
http://www.cesi.cn/201908/5415.html
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 エッジコン
ピューティン
グに関する
中国初の
国家規格案
を策定

8月6日 国家標準化管理委員会（SAC）はエッジコンピューティングに関する中国初の
国家規格計画を発行

 計画名：
• 「IoTエッジコンピューティングパート1：一般要件（計画番号：20192140-T-

469）」の国家標準策定計画
 規格における規定内容：

• 本規格は、中国独自のIoTネットワーク、プラットフォーム、及び端末に展開
されるエッジコンピューティングのネットワークアーキテクチャと一般的な要
件を規定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

908/5433.h

tml

CESIと鞍山
市政府は戦
略的協力協
定を締結

8月22日 CESIと鞍山市が新興分野における研究開発強化に関する戦略的協力
協定に署名(8月15日)

 戦略的協力協定内容：
• 新興分野（スマートマニュファクチャリングとグリーンマニュファクチャリング、
ネットワークセキュリティ、エンタープライズクラウド、スマートシティ）におい
て協力

• 主要な技術研究開発を強化し、出発点として標準を使用した新規
産業開発モデルを作成

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

908/5513.h

tml
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http://www.cesi.cn/201908/5433.html
http://www.cesi.cn/201908/5513.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 中国の産業
用インター
ネットセキュ
リティシステ
ムは、2020
年末までに
確立

8月30日 産業情報技術省と関連部門は、「産業用インターネットセキュリティ作業の強
化に関する意見書」を共同で発行
 意見書により、2020年末までに産業用インターネットセキュリティシステムが確立され
ることを表明

 意見書中の開発案件の実施概要：
• 監督と検査、情報共有と通知、緊急時対応等の産業用インターネットセキュ
リティ管理システムの確立を検討

• 企業のセキュリティシステムを構築し、機器、プラットフォーム、データの緊
急時に必要となる産業用インターネットセキュリティ標準を、少なくとも20規
格策定予定

• 自動車、電子情報、航空宇宙、エネルギーなどの主要分野については、革
新的且つ実用的な安全製品を少なくとも20件作成予定

• 競争力を持つ多くの産業インターネットセキュリティ企業の育成を予定

WS网经社
http://www.

100ec cn/d

etail--

6525314 ht

ml
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http://www.100ec.cn/detail--6525314.html
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国
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 全国グリーン
ファクトリー
プロモーショ
ン連盟会議
および2019
年グリーン
ファクトリー
創造フォーラ
ムを開催

7月10日 全国グリーンファクトリープロモーション連盟会議及び2019年グリーン
ファクトリー創造フォーラムを開催（7月30日＠蘇州）

 会議内容：
• グリーンファクトリー創設作業フェーズの概要と次の作業計画
• 専門家による基調講演
• グリーンファクトリー事例紹介
• 第三者評価機関による評価照明
• 典型的な産業におけるグリーンファクトリーの創設に関する報告
• 企業のグリーン製造技術に関する経験の共有

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

907/5289.h

tml
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出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201907/5289.html
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地域・
国
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タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 米国電気
電子学会
（IEEE）イン
テリジェント
マニュファク
チャリング
標準委員会
が設立

10月10日 米国電気電子学会（IEEE）インテリジェントマニュファクチャリング規格委員会
（IEEE/C/SM）が設立され、中国電子技術標準化研究院（CESI）のDr 

Weishaが議長を担当することが決定
 IEEE / C / SMの役割：

• インテリジェントマニュファクチャリング規格の確立、開発、レビュー、発行、
プロモーション及び関連するアプリケーション実務の指導、管理、監督

 IEEE / C / SMにおける標準化活動の範囲：
• インテリジェントマニュファクチャリングの共通基準、インテリジェント機器規
格、スマートファクトリー規格、インテリジェントサービス規格、インテリジェン
トイネーブルテクノロジー規格、産業インターネット規格及び関連業界のア
プリケーション規格

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

910/5639.h

tml

2019年世界
インテリジェ
ント製造会議
-標準アプリ
ケーションと
インテリジェ
ント製造
フォーラムを
開催

10月23日 2019年世界スマート製造会議（標準アプリケーションおよびスマート製造
フォーラム）を開催（10月19日@南京、中国）

 イベント概要：
• CESI、国家智能制造标准化总体组、German Agency for International 

Cooperation (GIZ)等が共催
• インテリジェント製造の専門家及び企業の代表者150人以上が出席
• インテリジェント製造標準が果たすべき役割、企業への適用、プラットフォー
ム構築の必要性、国際標準の開発について議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

※1

http://www.

cesi.cn/201

910/5687.h

tml
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http://www.cesi.cn/201910/5639.html
http://www.cesi.cn/201910/5687.html
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情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 インテリジェ
ント製造分野
における
11の国家
規格の策定
計画が承認

11月1日 インテリジェント製造分野における11の国家規格の策定計画が承認
 承認された国家規格策定計画：

• 20193191-T-469：インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサービス
能力評価仕様

• 20193190-T-469：インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサービス
データ管理仕様

• 20193195-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフト
ウェア業界のアプリ品質要件

• 20193192-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフト
ウェア業界APPのコンポーネント製造及びパッケージングの一般的な要件

• 20193194-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフト
ウェアリファレンスアーキテクチャ

• 20193193-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフト
ウェアエンジニアリングミドルウェアプラットフォームの一般的な要件

• 20192995-T-604：インテリジェントサービスの予測メンテナンスの一般的な
要件

• 20192993-T-604：インテリジェントマニュファクチャリングネットワークコラボ
レーティブデザインパート1：一般的な技術要件

• 20192994-T-604：インテリジェントマニュファクチャリングネットワークコラボ
レーティブデザインパート2：ソフトウェアインターフェイスとデータの相互作
用

• 20192972-T-604：エンタープライズ制御システムの統合パート3：製造オペ
レーション管理のアクティビティモデル

• 20193141-T-339：インテリジェントマニュファクチャリング環境でのIPv6アド
レス管理要件

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

※1

http://www.

cesi.cn/201

911/5735.h

tml
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http://www.cesi.cn/201911/5735.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源※1

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 インテリジェ
ントマニュ
ファクチャリ
ングに関す
る国家規格
の提案を
募集

11月12日 中国電子技術標準化研究院 （CESI）は、インテリジェントマニュファクチャリン
グに関する国家規格の提案を募集（12月2日まで）

 募集対象：
• 新たな規格の策定及び国家標準及び国際標準の改訂

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

911/5780.h

tml

中国電子
技術標準化
研究院が
インテリジェ
ントマニュ
ファクチャリ
ング及び
Industry 4.0
標準化サブ
フォーラムに
参加

11月14日 第9回中独インテリジェントマニュファクチャリング/Industry 4.0標準化ワーキ
ンググループ及び第3回中独インテリジェントマニュファクチャリング及び生産
プロセスネットワーキング副大臣会議インテリジェント製造及びIndustry 4.0
標準化サブフォーラムが開催（11月7日~11日＠ベルリン、ドイツ）

 協議内容：
• ワーキンググループでは、参加者が情報セキュリティや産業用ネットワーク
とエッジコンピューティング、デジタルハイジーン、AIアプリケーションなどの
基本的及び新しい技術について意見交換
• 「中国-ドイツスマートマニュファクチャリング/Industry4.0機能安全白書」
を発行

• サブフォーラムでは、スマートマニュファクチャリングのビジョン、
ナショナルマニュファクチャリング標準システム構築ガイド（2018年版）、イ
ンテリジェントマニュファクチャリングシステムソシューションサプライヤーア
ライアンスに関して議論

 参加者：
• 中国工業情報化部、ドイツ経済エネルギー省、標準化期間、科学研究機関、
企業、IoT研究期間、情報セキュリティ機関から80人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

911/5797.h

tml
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（3/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-a

※1 注：取得時（ 11月31日取日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201911/5780.html
http://www.cesi.cn/201911/5797.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 Chen 

Shaoxiong
副大臣が第3
回インテリ
ジェントマ
ニュファク
チャリング
および生産
プロセスにお
ける中国独
協力に関す
る副大臣
会合に出席

11月18日 第3回インテリジェントマニュファクチャリング及び生産プロセスにおける
中国独協力に関する副大臣会合が開催（11月12日＠ベルリン、ドイツ）

 副大臣会合概要：
• 2015年7月に設立され、両国のリーダーによる重要なコンセンサスを実現
し、中国とドイツの製造業のデジタルトランスフォーメーションに
関する政策コミュニケーションや産業交流、科学研究の協力を推進

 協議内容：
• 中独のインテリジェントマニュファクチャリングおよび生産プロセスに
おける協力の進捗状況をレビューし、協力事例と成功した経験を共有し、協
力のさらなる強化に関する幅広いコンセンサスを形成

• 「中独インテリジェントマニュファクチャリング/インダストリー4.0機能
安全白書」、「中独産業インターネット白書」、「中独インテリジェントマニュ
ファクチャリング人材教育およびトレーニング白書」を共同で発行

中国工業情報
化部

http://www.

miit.gov cn/

n1146290/

n1146402/

n7039597/c

7526752/co

ntent.html
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（4/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 工業情報部
「5G + インダ
ストリアルイ
ンターネット」
に関する512
プロジェクト
推進計画に
関するお知
らせ

11月19日 中国工業情報化部は、5G 及びインダストリアルインターネットの統合・推進に
向けた「512プロジェクト」推進計画を発表

 目標：
• 2022年までに、インダストリアルインターネットのニーズを満たす5G主要技
術を開発

 計画概要：
• 「5G +インダストリアルインターネット」ネットワークの主要技術の産業能力
の向上：技術規格の強化、コンバージ用製品の開発推進、ネットワーク技
術及び製品の実装の加速

• 「5G +インダストリアルインターネット」の革新的なアプリケーション機能を強
化：ネットワーク構築と5つの公共サービスプラットフォームの構築、10の
「5G +インダストリアルインターネット」主要産業の選定、典型的なアプリ
ケーションシナリオのマイニング、技術のテストベッドの構築

• 「5G +インダストリアルインターネット」リソースの供給能力を強化：プロジェ
クトライブラリを構築、ソリューションプロバイダーの育成、供給リソースプー
ルの構築、PRとガイダンスの推進

中国工業情報
化部

http://www.

miit.gov cn/

n1146295/

n1652858/

n1652930/

n3757020/c

7538158/co

ntent.html
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（5/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757020/c7538158/content.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 中独スマート
マニュファク
チャリング
/Industry 4.0
標準化ワー
キンググ
ループの
第9回会議が
ドイツのベル
リンで開催

11月19日 中独スマートマニュファクチャリング/Industry 4.0標準化ワーキンググループ
の第9回会議が開催（11月11日＠ベルリン、ドイツ）

 協議内容：
• 中国とドイツの専門家が情報セキュリティ、機能安全、産業用ネットワークと
エッジコンピューティング、予知保全、デジタルハイジーン/
管理シェル、AIアプリケーションとアプリケーションケースに関して意見交換
し、14のプロジェクトに対してコンセンサスを形成

• 中独のスマートマニュファクチャリング/Industry 4.0中小企業向け
テストベッドプロシージャホワイトペーパーなどの5つの成果物を作成し、両
代表が署名した中独のスマートマニュファクチャリング/Industry 4.0機能安
全白書を発行

 参加者：
• 工業情報化部、ドイツエネルギー経済省デジタル化・イノベーション
政策部、ドイツ電気技術情報技術標準化委員会、中国電子技術標準化協
会及び中国とドイツの標準化団体、研究機関及び関連企業から80人以上

中国工業情報
化部

http://www.

miit.gov cn/

n1146290/

n1146402/

n1146440/c

7529830/co

ntent.html
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（6/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c7529830/content.html
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地域・
国
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タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 IEEE インテ
リジェント
マニュファク
チャリング
標準化委員
会のメンバー
募集

11月21日 今年9月に設立されたIEEE インテリジェントマニュファクチャリング標準化委員
会（IEEE / C / SM）のメンバーを募集（11月30日まで）

 IEEE / C / SM概要：
• インテリジェントマニュファクチャリング標準の確立、開発、レビュー、
リリース、および普及を指導、管理、監督を実施
• 議長は、中国電子技術標準化研究院のDr Weisha

• IEEE / C / SMのキックオフミーティングは2019年12月に開催予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

911/5829.h

tml

「スマート製
造システムソ
リューション
サプライヤー
の仕様条件」
を満たす
企業のリスト
（第2回バッ
ジ）の開示

11月28日 CESIは、「スマート製造システムソリューションサプライヤー仕様条件」を満た
す企業リスト（第2版）を公開

 背景：
• 中国工業情報化部は、「スマートマニュファクチャリング開発計画（2016-

2020）」を策定し、スマート製造システムソリューションサプライヤーの育成
を加速

 リスト概要：
• 「スマート製造システムソリューションサプライヤー仕様条件」を満たす企業
を掲載

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

911/5850.h

tml
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(7/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（7/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201911/5829.html
http://www.cesi.cn/201911/5850.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 「スマートマ
ニュファク
チャリングシ
ステムソ
リューション
サプライヤー
の仕様条件」
に準拠した
企業リスト
（第2回）を
公表

12月10日 「スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤーの
仕様条件」に準拠した35社の企業リスト（第2回）を公表

 企業リスト（抜粋）：
• 中汽研汽车工业工程（天津）有限公司（国営）：自動車製造
• 北自所（北京）科技发展有限公司（国営）：合成繊維製造
• 北京天拓四方科技有限公司：コンピューター、通信、その他の電子機器の
製造

• 机械工业第九设计研究院有限公司（国営）：自動車・自動車部品製造
• 福建星云电子股份有限公司：バッテリー製造
• 宁夏巨能机器人股份有限公司：自動車部品および付属品の製造
• 南京埃斯顿智能系统工程有限公司：自動車・バッテリー・家電製造
• 北京诚益通科技有限公司：バイオ医薬品製造
• 北京航天智造科技发展有限公司（国営）：一般機器製造
• 重庆机电智能制造有限公司（国営）：一般的な機器製造

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.c

esi.cn/2019

12/5872.ht

ml
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(8/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（8/17）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

3-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201912/5872.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 中国電子技
術標準化研
究院が2019
年中国イン
テリジェント
マニュファク
チャリング
システムソ
リューション
会議及び
アライアンス
メンバー
会議を開催

12月13日 2019年中国インテリジェントマニュファクチャリングシステムソリューション会議
及びアライアンスメンバー会議が開催（12月12日＠中国 北京）

 会議テーマ：
• 製造業の質の高い発展を促進するための専門的でハイレベルな
サプライヤーチームの構築

 会議内容：
• 「スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤーの仕様
条件」を満たした11のスマートマニュファクチャリングベンチマーク企業リス
ト（第2回）、35のサプライヤーのリスト（第2回）を公表

• 「中国スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤホワ
イトペーパー」および「インテリジェントマニュファクチャリングシステムソ
リューション自動車業界市場調査レポート」を公表

• インテリジェントマニュファクチャリングシステムソリューションアライアンスの
自動車産業部門の設立式典を開催

• 家電、医療、自動車、機械および機器の4つの産業ソリューションサブ
フォーラム、および天津地区、航空、織物の分野での3企業のマッチング
セッションを開催

 参加者：
• 工業情報化部機器産業部門、原材料産業部門、消費財産業部門、
地方および市の工業情報化部門、市場監督部門、テキスタイル業界団体、
自動車業界団体等から約500人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.c

esi.cn/2019

12/5895.ht

ml
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(9/9)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（9/17）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

3-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201912/5895.html
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地域・
国
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 当研究所と
貴州貴航汽
車零部件股
份有限公司
は、戦略的
協力の年次
要約会議を
開催

12月17日 CESIは、貴州貴航汽車零部件股份有限公司との戦略的協力の一環として
年次会議を開催（12月14日＠上海）

 背景：
 CESIは貴州貴航汽車零部件股份有限公司と戦略的協力協定を締結
（2017年）

 協議内容：
 2019年の協力内容の振り返り

 製造分野におけるコンポーネント及びインテリジェンスに関する標準化
の促進において協力

 2020年の協力内容・作業の優先順位の確認
 試験及び検査サービスの機能の改善及び国際標準化の促進において
協力予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.c

esi.cn/2019

12/5920.ht

ml
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（10/17）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201912/5920.html
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地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

米国 米国試験材
料協会
（ASTM）が9
つの積層造
形（3D印刷）
標準化研究
プロジェクト
資金調達を
発表

10月12日 米国材料試験協会（ASTM）は積層造形の標準化研究を支援するため、各国
の9つの積層造形研究プロジェクトに対し2回目の資金提供を実施
することを発表
■資金提供はASTM国際研究・イノベーション小委員会（F42.90.05）によって承認
され、30万ドル及び現物を提供

 対象プロジェクトの実施機関及びテーマ：
• オーバーン大学：レーザーパウダーベッドフュージョン（L-PBF）方式による
製造後の潜在的な部品品質の問題検出のための迅速、効率的かつ効果
的な検査プロセスの実装

• オーバーン大学とNASA：L-PBFの適格なマシンとプロセスの最低限の要
件

• EWI：AMデータエントリの最小サブセットとそれらのエントリの分類
定義

• 英国製造技術センター（MTC）：粉末原料の試験方法で許容可能な
試験結果

• 英国製造技術センター（MTC）：タイプ別後処理操作デザインのベストプラク
ティス

• シンガポールNational Additive Manufacturing Innovation Cluster
（NAMIC）：軸外モニタリングを使用したレーザーパウダーベッドフュージョ
ン（L-PBF）方式による光学画像と熱画像の取得

• NAMIC：指向性エネルギー蒸着（DED）と材料押出（MEX）に固有のガイド
ラインとベストプラクティス

• ウィチタ州立大学国立航空研究所（NIAR）：既存のポリマー特性評価活動
から情報を収集した試験計画とマトリックスの作成

• NIAR：積層造形されたポリマーのクーポンと部品の関係

中国標準化
研究院（CNIS）

https://www

.cnis ac cn/

gjbzh/gjdt/2

01910/t201

91012 451

91.html
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（2/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（11/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201910/t20191012_45191.html
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国
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タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

米国 デジタル製
造に関する
INCITS
技術委員会
が専門家を
募集

10月21日 INCITS / Digital Manufacturingがデジタル製造・3Dプリンティング分野の
標準化活動における専門家を募集

 INCITS / Digital Manufacturing概要：
• ISO / IEC JTC 1 / WG12(3D Printing and scanning)の国際規格
開発に米国を代表して参画
• 現在、主なISO / IEC JTC 1 / WG12の焦点は「積層造形サービスプ
ラットフォームのフレームワーク」（AMSP）の開発であり、検討中の他域
は3D印刷とスキャン、及び4D印刷の概要と語彙、等を含む

InterNational 

Committee for 

Information 

Technology 

Standards 

(INCITS) 

http://www i

ncits org/ne

ws-

events/pres

s-

releases/in

cits-

technical-

committee-

on-digital-

manufacturi

ng-seeks-

subject-

matter-

experts

IIoTは、ほぼ
すべての産
業用アプリ
ケーションの
ネットワーク
エッジに接近

10月24日 ISA Process Control and Safety（PCS）会議において、ISAの
コミュニケーション部は、IIoTに焦点を当てるパネルを招集したと発表

 パネル内容（抜粋）：
• National Telecommunications and Information Administration
（米国商務省の一部）のIoTワークショップ：
• 一般的なスレッドを中心にIoTとIIoTがどのように収束するように
設定可能か議論

• 米国商務省（DOC）IoTワークショップ：
• 参加者がIoT標準の設定において政府が実行可能な役割に
ついて議論

• 連邦政府、特に米国エネルギー省（DOE）とDOCの支援により、
サイバー安全で堅牢なIoTのガイドラインを作成可能であると言及

The 

International 

Society of 

Automation

(ISA)

https://auto

mation.isa.

org/iiot-

network-

edge-

industrial-

application

s-

cybersecuri

ty/
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（3/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（12/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.incits.org/news-events/press-releases/incits-technical-committee-on-digital-manufacturing-seeks-subject-matter-experts
https://automation.isa.org/iiot-network-edge-industrial-applications-cybersecurity/
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(機関・団体名／URL)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

ドイツ DIN SPEC 

17071の発
行-産業用
付加製造
の初のガイド
ライン

11月18日 DINは、国内規格「DIN SPEC 17071:2019-12 Additive manufacturing -

Requirements for quality-assured processes at additive 

manufacturing centres」を発行
 DIN SPEC 17071概要：

• 従業員、作業手順の文書化及びプラント・材料・プロセスのインフラと要件
等、付加製造の品質に関するガイドを提供

• Deutsche Bahn AG、MT Aerospace AG、Siemens Mobility GmbH、
TÜV SÜDと協働し、策定

 今後の予定：
• 将来的には、ISO / ASTM規格化を企図

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https://www

.din.de/de/d

in-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/veroe

ffentlichung

-der-din-

spec-

17071-

erster-

leitfaden-

fuer-die-

industrielle-

additive-

fertigung-

689584

米国 ASTMイン
ターナショナ
ルとASTM
アメリカは、
付加製造
（AM）に関す
るワーク
ショップを
12月9日に
開催予定

11月19日 ASTMインターナショナルとASTMアメリカは、付加製造（Additive 

Manufacturing）で用いられる3Dプリンティング用データに関するワーク
ショップを開催予定（12月9日予定）

 ワークショップ概要：
• AMで用いられる3Dプリンティング用のデータ生成・処理、応用的なデータ
駆動型アプローチ、データ及びデータベース管理システムに
ついて扱い、政府や産業界、学術界の代表が出席予定

 ASTMインターナショナルの担当者コメント要旨：
• データ時代においては、AMデータが簡単かつ安全に生成、保存、
分析、共有されるエコシステム形成のための方法論や規格が必要

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://www

.astm org/n

ewsroom/a

stm-

internationa

l-and-

america-

makes-

hold-dec-9-

workshop-

additive-

manufacturi

ng-data
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（4/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（13/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/veroeffentlichung-der-din-spec-17071-erster-leitfaden-fuer-die-industrielle-additive-fertigung-689584
https://www.astm.org/newsroom/astm-international-and-america-makes-hold-dec-9-workshop-additive-manufacturing-data
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

米国 TÜV SÜDと
ASTMイン
ターナショナ
ルは、付加
製造（AM）
データの
パートナー
シップを
発足

11月20日 ASTMインターナショナルとドイツTÜV SÜDは、付加製造（Additive 

Manufacturing）技術の活用加速化、信頼性の向上を目指した覚書を締結
 戦略的パートナーシップ概要：

• 下記の分野における新たな教育、アドバイザリー、資格、認定サービスの
共同開発を行い、AMに関する知識の共有や業界を超えての
技術活用を推進することに合意
• 地上交通とモビリティ
• 航空
• 工業プラント
• 消費財
• ヘルスケア

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://www

.astm org/n

ewsroom/t

%C3%BCv

-

s%C3%BC

d-and-

astm-

internationa

l-launch-

partnership

-additive-

manufacturi

ng
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（5/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（14/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.astm.org/newsroom/t%C3%BCv-s%C3%BCd-and-astm-international-launch-partnership-additive-manufacturing
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

ドイツ デジタル銘
板：Industry 

4.0の基礎

11月22日 DINは、自動化・プロセス産業等における使用機器に関する規格「E DIN VDE 

V 0170-100 VDE V 0170-100 : 2019-10 Digital nameplate」を作成
 背景：

• ドイツ電気・電子工業連盟（ZVEI）及びヘルムート・シュミット大学ハンブル
クがデジタル銘板の実装を目的としたDigital Nameplate 4.0プロジェクトを
開始
• DKEは、デジタル銘板に関する標準を整備

 DIN VDE V 0170-100概要：
• 国内技術委員会DKE / K 241 Impact-proof and explosion-proof 

electrical equipmentが策定を主導
• 自動化およびプロセス産業などで使用される機器に適用
• 製品の銘板に関し、従来のテキストマーキングを代替するデジタルのソ
リューションを提供

 今後の予定：
• 規格に対する意見を募集（～11月末）
• 規格を正式に発行（2020年第1四半期）
• IECに国際規格案を提出

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www

.dke.de/de/

news/2019/

digitales-

typenschild

-grundlage-

industrie-40
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（6/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（15/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.dke.de/de/news/2019/digitales-typenschild-grundlage-industrie-40
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

ドイツ DINは、
付加製造
（AM）を
簡素化

12月10日 ドイツ規格協会（DIN）は、事業レベルの付加製造（AM）リスク低減と品質保証
に関する新規格DIN SPEC 17071を策定

 規格概要：
 正式名称：DIN SPEC 17071:2019-12「Additive manufacturing -

Requirements for quality-assured processes at additive manufacturing 

centres」
 事業レベルのAMのリスクの低減と品質保証に関する体制構築を6ヶ月に
短縮することを可能

 当規格策定による影響：
 当規格は、国際標準化機構（ISO）における国際標準化のベースとなる見
込みである一方、ドイツ技術者協会（VDI）など他団体もAMに関する規格を
策定中でありAMの標準化が加速する見込み

Deutsches 

Messe

https //www.

hannoverm

esse.de/en/

news/news-

articles/din-

to-simplify-

additive-

manufacturi

ng?utm me

dium=faceb

ook&utm s

ource=dlvr.i

t
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（7/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（16/17）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.hannovermesse.de/en/news/news-articles/din-to-simplify-additive-manufacturing?utm_medium=facebook&utm_source=dlvr.it
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

米国 ASTMイン
ターナショナ
ルは、第3回
付加製造
ワークショッ
プを開催

12月20日 ASTMインターナショナルは、付加製造（AM）の全体プロセス解説を含む
ワークショップを開催予定（2月10日）

 ワークショップ概要：
 日程：2月10日
 会場：Union Complex at the University of Texas at El Paso (UTEP)

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //www.

astm.org/ne

wsroom/ast

m-

internationa

l-host-third-

additive-

manufacturi

ng-

technologie

s-workshop

2019年の
振り返り：
標準化活動

12月30日 米国規格協会（ANSI）は、2019年に健康や科学技術分野における標準化に
尽力したことを報告

 保健分野での取り組み：
 保健分野では、目の保護や習慣的な運動、栄養価の高い食事に関する規
格策定を行った他、ANSIが事務局を務めるISO/TC 215 Health 

Informaticsでの技術レポートやサプリメントに関する報告書を発行
 科学技術分野での取り組み：

 付加製造（AD）規格策定に関するオンライン情報ポータルをリリース
 交通分野での取り組み：

 ドローンに関する規格策定や傘下のUnmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative (UASSC) が報告書を発行

American 

National 

Standards 

Institute (ANSI)

https //www.

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menui

d=7&articlei

d=069d637

2-5c20-

459c-acd3-

eab381ebf8

49
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【情報収集結果抜粋】スマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（8/8）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（17/17）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

3-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-host-third-additive-manufacturing-technologies-workshop
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=069d6372-5c20-459c-acd3-eab381ebf849
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テーマ別動向把握・分析

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

140
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欧州CENにおける電気自動車関連ラベリング規格の策定動向

CENでは、欧州の代替燃料の展開に係る指令の実効性担保及びEVインフラ普及
施策の一環として、EV Power Supplyの表示に係る規格を策定

141

 当指令の第7条「ユーザー情報」にて、燃料を定期的に補給
する電気自動車のユーザーは、関連性のある、一貫し、明
確な情報を入手できるようにしなくてはならないことを規定

 また情報提供に際しては、燃料の技術仕様を定める
European Standardization Organizations (ESOs)の
規格に基づく表示が適用されることとし、当規格に図表記が
含まれる場合は、それが分かるように提示されることを規定

Regulations
（規制）

Standards
（標準）

策
定

組
織

規
定
内
容

 CEN/TC 301 “Road Vehicles” 下のCEN/TC
301/WG14 ”Electricity Fuel Labelling“
 Technical Secretariat: AFNOR

欧州委員会（EC）

電気自動車用の電力燃料・電力供給を示すための
EU共通のラベリング規格を規定
 充電スタンド、ケーブルアセンブリ、車両間の互換性を担保し、
ドライバーが認識しやすいよう情報を簡素化、EU共通の情報
発信を図る

 EUにおいて代替燃料の展開に向けた共通フレー
ムワークを確立すべく、電気自動車や天然ガスの
充電などを含むインフラ関連の基準を規定
 EU全域での共通プラグの使用の強制化や充電ポイント設置
に係る目標値を設定

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）

間
の
関
係
性

Directive 
により規格
の適用を規定

EN規格
の策定

（2021年全面
適用予定）

 EN 17186にて、電気自動車の電源（Power

Supply）に係る共通の識別子（ラベリング）を規定
 新しいレベルのイメージ

（新しいラベルの適用：2021年2月見込み）

関
連
ル
ー
ル

電気燃料に係るラベリング規格
「EN 17186:2019 ‘Identification of vehicles and 
infrastructures compatibility - Graphical expression 
for consumer information on EV power supply」
（2019年9月発行予定）

代替燃料の展開に係る指令
「Directive 2014/94/EU on the deployment of 

alternative fuels infrastructure」
（2014年施行）

出所：CEN HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

×

モビリティテーマ別情報詳細

4-a
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TC TC名 (WG) Reference# 規格名（2017年以降発行・策定の規格を抜粋） ステータス

CEN/

TC301

Road

Vehicles

― EN ISO 15118-

4:2019

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance 

test

Published

EN ISO 15118-

5:2019

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance 

test 

EN ISO 15118-

8:2019

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements 

for wireless communication

EN ISO 16380:2018 Road vehicles - Blended fuels refueling connector

EN ISO 18246:2017 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external 

electric power supply 

EN ISO 17409:2017 Electrically propelled road vehicles - Connection to an external electric power supply - Safety requirements

EN ISO 18243:2019 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Test specifications and safety requirements for lithium-ion battery 

systems 

WG6 EN ISO 18541-

5:2018

Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 5: Heavy duty 

specific provision 

― EN ISO 18541-

6:2018

Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 6: L-Category 

vehicle specific RMI use cases and requirements

WG14 EN 17186:2019 Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer 

information on EV power supply

― FprEN ISO 15118-1 Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition Approved

WG11 FprEN 17003 Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements Under

ApprovalprEN 17347 Road vehicles - Machines for mounting and demounting vehicle tyres - Safety requirements

WG7 prEN 16662-1 Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General 

safety and performance requirements

― prEN ISO 17409 Electrically propelled road vehicles - Conductive power transfer - Safety requirements Under 

Enquiry

prEN ISO 15118-20 

rev

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 20: 2nd generation network and application protocol 

requirements

Under 

Drafting

prEN ISO 18246 rev Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external 

electric power supply

prEN ISO 19363 Electrically propelled vehicles - Magnetic field wireless power transfer - Safety and interoperability requirements

WG6 prEN ISO 18541-1

(-4) rev

Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI)

142

CEN/TC301における直近の関連規格策定（2018年～予定：抜粋）

（参考）CENでは、代替燃料の展開に係る指令（Directive 2014/94/EU）を受け、近年
CEN/TC301にて関連国際規格との並行承認や地域規格化を進めている

・・・うちDirective 2014/94/EU

と関連のある規格

Directive2014/94/EUに係る規格標準化・発行件数は近年多かったが、今後当TCで予定される標準化の件数は限定的。
また、今後の表示に係る追加規格策定（TC301/WG14での標準化）も現地点では特に予定されていない模様

出所：CEN/TC301 HP上の情報に基づきDTC作成

モビリティテーマ別情報詳細

4-a
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EUにおけるモビリティ通信規格に係る標準化動向

EU各国（21か国）は、コネクテッドカーの通信規格に関し、欧州委員会（EC）が推進
するWi-FiベースのITS-G5案を否決

出所：EC、5GAA HP、各種報道記事等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

モビリティ

EUでは、Wi-Fi／5Gベースのどちらの技術がより優位で安全かを巡り、自動車・ハイテク関連企業の見解が
分裂。欧州委員会（EC）による既存のWi-FiベースITS-G5支持案に対し、業界団体やロビイング団体が反対

背景

直近の
標準化・
規制動向
（2019年～）

Wi-Fi支持派 5G支持派VS

Volkswagen、Renault、Toyota、NXP、Autotalks、Kapsch 

TrafficCom等企業が支持
BMW、Qualcomm、Daimler、Ford、PSA Group、Deutsche 

Telekom、Ericsson、Huawei、Intel、Samsung等企業が支持

5Gと異なり、Wi-Fiベースの技術は既に利用が可能
であり、道路安全に資するため採択を検討すべき
（EC見解）

• 技術の中立性は重要。5GはC-ITS（高度道路交通
システム）とV2X（Vehicle-to-everything）の提供を
可能にするための究極のプラットフォームとなる
（5GAA（＊5G促進の業界団体）見解）

• 5Gにより、自動車業界は道路上のユーザーやドライ
バーを守る技術を自由に選択することが可能
（ETNO（＊通信ロビインググループ）見解）

 欧州委員会（EC）は、コネクテッドカー及び自律走行車（CAV）の優先通信技術規格に関する委任規則
（C(2019) 1789 final）を承認・発行し、既存のWi-FiベースのITS-5Gを支持（2019年3月13日）

 欧州議会下のEuropean Parliament Committee on Transport and Tourism（TRAN）は、上記委任規則案を拒否
（2019年4月）

 EU代表者会議においてドイツ・フランス・イタリア等EU21か国がECの規制案に反対票を投じ、否決（2019年7月）
 5Gに軍配が上がり、今後の実現への道を開くことに

モビリティテーマ別情報詳細
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欧州におけるモビリティ分野に係る政策動向（2019年7月～9月抜粋）

欧州において、コネクテッドカー、EVに係るルール整備の他、空飛ぶ車（VTOL）の
開発競争・基準作りが加速している

モビリティテーマ別情報詳細

コネクテッドカーに
係るルール動向

電気自動車（EV）に
係るルール動向

空飛ぶ車に係る
ルール・技術開発

動向

EUは、コネクティッドカーの通信規格に関して、欧州委員会（EC）のWi-FiベースITS-G5案
を否決（7月4日）
 EUでは、Wi-Fi／5Gベースのどちらの技術がより優位で安全かを巡り、自動車・ハイテク関連企業の
見解が分裂

 欧州委員会（EC）による既存のWi-FiベースITS-G5支持案に対し、業界団体やロビイング団体が反対

 EU代表者会議においてドイツ・フランス・イタリア等EU21か国がECの規制案に反対票を投じ、否決

 今後は、5Gベースの開発が加速予定

欧州委員会は、全ての電気自動車及びハイブリット自動車に車両接近通報装置（AVAS）の
取り付けを義務付ける委任規則（Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1576）を制定
 電気自動車やハイブリッド自動車は静音のため、視覚障がい者や自転車利用者等にとっては、
発進音が聞こえず危険な場合があり、AVAS等の発音装置取り付けが急務

 全ての新型電気自動車及びハイブリット自動車へのAVASの取り付けを義務付け（2019年7月1日～）

 全ての電気自動車に発音装置の取り付けを義務付け（2021年7月1日～）

欧州航空安全機関（EASA）は、欧州のハイブリット及び電気VTOL機の安全飛行の条件を
定めた”SC-VTOL-01 Special Condition for small-category VTOL aircraft"を発表
 最大乗客数9人、離陸重量7,000ポンドの小型VTOL航空機を対象に、2カテゴリで安全飛行条件を設定
 "Basic"：故障発生後、航空機の緊急着陸が可能
 "Enhanced"：航空機が元の目的地、又は安全な目的へ着陸することが可能

独企業が、欧州航空安全庁（EASA）制定の安全基準（SC-VTOL）準拠のエアタクシーを開発
 法律上は欧州上空で飛行可能なものの、電子部品がIEC規格に準拠している必要があり、確認を実施中

4-a
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ドイツにおけるモビリティ分野に係る標準化動向

（参考）ドイツ連邦政府は、温室効果ガスの削減、そのためのEmobility発展を推進し
ており、「German Standardization Roadmap Electric Mobility 2020」を発行

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内
標準化
活動動向

出所：ドイツ政府機関、NPM HP等の公開情報に基づきDTC作成

ドイツ連邦政府は、温室効果ガスの削減、そのためのEmobility発展を目的とし、関連法令の枠組みを整備
 Electromobility Act（E-自動車法：Elektromobilitätsgesetz）

 Chargers Column Ordinance（充電スタンド条例：Ladesäulenverordnung ）等

 充電インフラ拡大を支援するための補助金プログラムも施行（2016年）

標
準
化
検
討

の
内
容

主
導
機
関

※1 旧WG4として発行

WG 6は、専用パネルを設置し、標準化、基準、認証要件の合意に基づく開始、調整及び実装の
ためのクロスステークホルダーとして機能、標準化ロードマップ「未来のモビリティ」を検討・策定
 「標準化ロードマップ」（German Standardization Roadmap Electric Mobility 2020 ）を策定
（2017年4月）※1

 本ロードマップでは、ENやISO/IECとの協力体制・関係、2020年に向けた電気自動車の
基本的要素や（充電やコミュニケーション技術等）分野夫々における標準化ロードマップを提示
（基本的には、既存のISO/ IEC規格及びEN規格の採用／改訂やその普及を図る内容を提示）

次頁以降詳述

次頁以降詳述

モビリティ分野における戦略的決定・討議の場として設立されたNPM (National Platform Future of

Mobility)下のWG6（Standardisation, norms, certification and accreditation）が標準化検討を推進
 NPMは、ドイツ 交通・デジタルインフラ省の発案により、ドイツCDU（ドイツキリスト教民主同盟）、CSU（キリスト教社会同
盟）、SPD（ドイツ社会民主党）連立の合意を経て成立

 NPM下の6つのWGの1つとして、標準化や認証検討に係るWG6を設置
• WG 1 “Transport and climate change” 
• WG 2 “Alternative drive technologies and fuels for sustainable mobility” 
• WG 3 “Digitalisation in the mobility sector” 
• WG 4 “Securing Germany as a place for mobility, production, battery cell production, primary materials and 

recycling, training and qualification” 
• WG 5 “Connecting mobility and energy networks, sector integration” 
• WG 6 “Standardisation, norms, certification and accreditation”

モビリティテーマ別情報詳細
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ドイツにおけるモビリティ分野に係る標準化動向：

NPM及びWG 6 (Standardisierung, Normung, Zertifizierung und Zulassung)の構成

（参考）Emobility発展を推進するNPMは、6つのWGにより構成。標準化に係る
WG6は、DKE・DIN等標準化機関の他、Audi等の企業が参画・主導している

Steering Committee

WG1
Transport and climate 

change

WG2
Alternative drive 

technologies and fuels for 

sustainable mobility

WG3
Digitalisation in the 

mobility sector

WG4
Securing Germany as a 

place for mobility, 
production, battery cell 

production, primary 
materials and recycling, 
training and qualification

WG5
Connecting mobility and 

energy networks, sector 

integration

WG6
Standardisation, norms, 

certification and 

accreditation

Dr. Henning Kagermann

（Chairman）

Advisory Commission
（※NPMと議会間のインターフェースとして機能）

WG6内構成

その他DKE, Kraftfahrt-Bundesamt, BNetzA, VDA NAAuto, Bundesanstalt für Straßenwesen BAST, DIN Verbraucherrat等より計9名

Head of

Working

Group

Member

Permanent

Guest

• Vorsitzender der DKE / Mitglied DIN Präsidium: Roland Bent

• innogy SE: Norbert Verweyen

• Audi AG: Dietrich Engelhart

• Audi AG: Hans-Joachim Rothenpieler

• DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik in DIN und VDE: Dr.-Ing. Ralf Petri

• ABB Automation Products GmbH: N.N.
• Ford-Werke GmbH: Dr. Thomas Eberz
• TÜV SÜD AG: Volker Blandow
• T-Systems International GmbH: Oliver Bahns
• ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie): 

Haimo Huhle
• SAP SE: Christof Walter

• BMW AG: Dr. Gregor Nitz
• MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG: Volker Lazzaro
• DEKRA Automobil GmbH: Jann Fehlauer
• Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medien): Dr. Katharina Eylers
• VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik: Dr. Ing. Thomas Becks

出所：NPM HP等の公開情報に基づきDTC作成

モビリティテーマ別情報詳細
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ドイツにおけるモビリティ分野に係る標準化動向：

電気自動車に係る分野別の標準化ロードマップの例

（参考）NPM/WG6において策定された標準化ロードマップでは、国際規格・EN規格に
即した分野別の標準策定の状況・今後の規格策定動向・普及に向けた方針等を提示

出所：NPM HP、「The German Standardisation Roadmap Electric Mobility 2020」等の公開情報に基づきDTC作成

General Requirements Automotive Engineering Charging Interface

High Power Charging Wireless Charging of Electric Vehicles
Information and Communication

Technology

• IEC61851シリーズに基づく標準化が進行しているが、更なる
標準化の検討・策定が必要

• グラフィックシンボルについてもISO、CENでの検討が進行

• エネルギー貯蔵システムに係る適正な安全要求・試験方法に係
る規格（ISO 6469-1、DIN91252等）やHV電気システムに係る
規格（ISO 6722、ISO19642等）の策定が進行

• Wired Chargingの分野では、NPEとしてCCS（Combined

Charging System）を推奨、関連規格の策定がほぼ完了
• Wirelessにおいては、IEC61980 やISO19363の検討が進行

• IEC61851-23（Charging Station）、IEC62893-4（Charging

Cable）、IEC62196-3-1（Connector System）、等を紹介
• 150～400 kW容量のための充電インフラの資金及びニーズ
ベースの設置、高充電容量の提供を提案

• ISO19363（Vehicle-side charging interface）、IEC61980

（Charging Interface）、ISO 15118（Communication）等を紹介
• 2020年までにワイヤレス充電インフラ確保のための準備、相互
運用可能な誘導充電技術搭載自動車の市場投入を提案

• ISO15118（Communication Protocols）、ISO15118（Interface）、
ISO15118（Supply Safety Vehicle-to-grid）等を紹介

• 一貫したローミングプラットフォーム作成、オープンな通信イン
ターフェース確立、域内均一のID割当・承認システム構築を提案

各分野における2020年までの規格策定状況、対応するVisionを提示

モビリティテーマ別情報詳細
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米国によるドローン分野における標準化動向:

UASSCによる標準化ロードマップの改訂

UASSCはドローン分野の標準化活動を推進しており、2019年には、標準化
ロードマップVer2.0策定に向け総会や、外部専門家募集等を実施

米国国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

米国運輸省は、ドローンの社会的・経済的メリットを重視し、規制を最小限化することで活用を促進

 ドローン配送の事業認可の運用を緩和（2018年）
 飛行免許の電子認可手続を導入（2018年）
 ドローン管制システム構築のための予算を計上（2019年度）

標
準
化
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
・内
容

米国規格協会（ANSI）が検討のための横断的WG（UASSC※1）を設置（2017年）
 UASSCには、規制当局、標準化団体、Amazon、Intelを始めとする幅広いドローン開発企業が参画

主
導

機
関

※1 UASSC：Unmanned Aircraft Systems Standardization Collaborativeの略

UASSCが標準化ロードマップ（Ver1.0）発行（2018年12月）
 ドローン分野において標準化が必要な分野・事項を優先度とともに提示

キックオフ総会にてロードマップ見直しを開始
（2019年9月12日@ワシントンDC 予定）

標準化ロードマップ（Ver2.0）発行（2020年6月末 予定）

ANSIがスポンサーシップ提供を発表（2019年4月）
 スポンサーシップがロードマップの更新の一環として求められており、

ANSIとして2019年7月～2020年6月の1年間のスポンサーシップを発表

規格の存在し
ない60の特定

されたギャップ
の進展や見落
とされている
可能性のある

トピックについ
て討議

標準化ロードマップ Version 2.0検討のため外部専門家募集を発表
（2019年9月23日）

 現在標準化ロードマップで網羅されていない分野の標準化の可能性検討
（飛行時の周波数割り当て、ドローンの都市部・レジャーにおけるユーズケース等）

 当該分野に係る既存規制・規格策定における余地の再確認
 規制・規格策定状況・進捗の確認、ロードマップへの反映

モビリティテーマ別情報詳細
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米国によるドローン分野における標準化動向:

ドローン識別IDに係る規格の発行

ASTM Internationalにより、ドローン識別IDをスマートフォン等で入手可能にする
ための新しい規格が承認され、近く発行される予定

ASTM 

による
ドローン
分野に
おける
直近の
標準化
動向

出所：ASTM HP及びその他公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

規格策定
体制

 ASTM技術委員会「F38 on Unmanned Aircraft Systems」中のサブ委員会である「F38.02 on Flight 

Operations」にて政府機関、DJI等ドローンメーカー、Google X、Amazon等との協力の下策定

 米国連邦航空局（FAA）やカナダ運輸省（Transport Canada）等の民間
航空当局及びドローン業界の複数リーダーからの意見を聴取

 当該規格は飛行中のドローンと地上電子端末間の通信方式、および通信方式
に対応するためのドローンの物理設計、飛行中の速度・高さを規定
 通信する識別IDの構造、および識別ID受信後のIDの活用については規定範囲外
 ドローンの物理設計、飛行中の速度・高さ等の要件については、既存規格との整合
性を担保（ASTM F2910、F3298）

 当該規格は位置情報の通信において既にADS-B、Mode-S、Mode-B方式を導
入しているドローンを除き、新機種・現行機両方に適用
 現行機ドローンはマイクロチップをUSBポートに挿入することで適応可能

 当該規格の適用により、飛行中のドローンに係る識別IDを、電子端末（スマート
フォン等）を用いて、遠隔で入手可能

ID

FAA等の
情報DB

情報登録

参照

ID

公安機関個人

ID

規格概要

規格策定
経緯

 「ASTM WK65041 New Specification for UAS Remote ID and Tracking」として、ドローンのID遠隔
認知・識別システムに関する規格を検討
 規格案はASTM Internationalに提出され、投票を実施（2019年9月9日～）後に、承認

 「F3411」として数週間の内に正式発行を予定
（2019年12月11日時点。但し、1月11日時点で正式なF3411としての発表は未だなし）

規格活用
に向けた
動向

 米国連邦航空局（FAA）はドローンのリモートIDに関する規則制定案告示（NPRM）を
提出しており、当規制にて、将来的に上記ASTM規格が引用される可能性あり

 「Remote Identification of Unmanned Aircraft Systems」と表し、Public Inspection

DocumentバージョンのリモートID（RID）NPRMを提示（12月27日）、Federal Register

へ当内容の登録が完了（12月31日）しており、コメントを受け付け中（2020年3月2日迄）

Federal

Register での
コメント受付

モビリティテーマ別情報詳細
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米国及びEUにおけるモビリティ/ドローン通信規格に係る標準化動向

米国連邦航空局（FAA）と欧州航空安全局（EASA）は、独自の規格・規制検討を
進めており、ドローン規制における主導権争いを展開

出所：EC、5GAA HP、各種報道記事等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

米国では、米国運輸省（DOT）及び米国連邦航空局（FAA）、欧州では、欧州委員会（EC）や欧州航空安全局
（EASA）が中心となり関連規制の策定を検討

ドローン
に係る
規制・
標準化
動向
（抜粋）

米国 欧州（EU）

米国運輸省（DOT）及び米国連邦航空局（FAA）がリモート
ID規格等を検討するASTM International等と連携し、
ルール策定を推進

欧州委員会（EC）が、欧州航空航法安全機構
（EUROCONTORL）や欧州航空安全局（EASA）の提案・
支持の下、ルール策定を推進

 米国運輸省（DOT）及び米国連邦航空局（FAA）は、ドローン
の識別に関する規則の草案を進める一方、リモートドローン
ID規格の検討を進めるASTM Internationalにも協力を要請

 FAAはドローンのリモートIDに関する規則制定案告示
（NPRM）を提出（2019年12月）
 規則案の通知を当初2019年9月に予定していたものの延期
 ASTMは、11月に無人航空機交通管理の関係者で構成さ
れるGlobal UTM Association (GUTMA) とドローン識別を
含む協力のための覚書を締結、12月には規格発行を承認

 EASA発表の意見（Opinion）（2018年2月発行）に基づき、
150kg未満のドローンについても域内での規制統一を企図し、
規制の検討を開始

 オープン及び特定カテゴリのドローン運用に関する手順の
定義、技術仕様の定義夫々に係る2件の規制案を検討
 ドローンに関する規制枠組案Opinion on U-Space 

(European for UTM) を12月に発表予定だったが、2020年
2月に延期（EU規則への統一は、2020年7月以降を予定）

 ドローンの安全な運用を確保することを目的とし、無人の交
通管理システムであるU-Spaceの展開を検討
• ECはU-spaceプロジェクト支援のため、European Network of U-

space Demonstratorsを立ち上げ（2019年10月）
• EUROCONTROL等が当ネットワークを支持する一方、米国で進

められるリモードドローンIDに係るATSM規格への関心は低い

今後米国・欧州間で関連規制・管轄の重複が生じてきており、ルール策定や関連する標準化策定においても
競争が加速する可能性があることから、今後の動向への注視が必要

VS

次頁以降にて直近の動向につき詳述

モビリティテーマ別情報詳細

4-b
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ISOにおけるドローン分野に係る標準化動向

（参考）国際標準化の世界においては、米国主導でISO/ TC20/ SC16が設置され、
小型無人航空機に関連する個別項目・製品に関する標準化活動が活発化

ISOでは、小型ドローンに関する全般要求や分類、製品に係る標準は決まりつつある。
今後はドローンによる宅配普及等を見据え、大型ドローンに係る標準化についても積極的な提案・関与が必要

※1 UASSC：Unmanned Aircraft Systems Standardization Collaborativeの略 出所：公開情報に基づきDTC作成

国際標準化動向

国際
標準化
活動動向

国際規格
策定動向

ISO/TC20/SC16にて5つのWGを設置、17か国Pメンバーを巻き込み小型無人航空機に関する規格を検討

ISOにおいて米国主導でドローン関連のサブコミッティー（ISO/TC20/SC16）を設置（2014年）を促進

 米国（ANSI）主導で、ISO/TC20（Aircraft and space vehicles）下にSC16 （Unmanned aircraft system）を設置
 ANSIが当該SC16の幹事を担当

ISO/ TC 20/ SC 16: Unmanned aircraft systems

WG 1:General
WG 2: Product 

manufacturing and 
maintenance

WG 3: Operations 

and procedures

WG 4: UAS Traffic 

Management

WG 5: Testing and 

Evaluation

Reference Title Status

ISO 21384-1 Unmanned Aircraft Systems- Part1: General Specification 策定中（DIS）
ISO 21384-2 Unmanned Aircraft Systems- Part2: Product systems 策定中（CD）
ISO 21384-3 Unmanned Aircraft Systems- Part3: Operational Procedures 策定中（DIS）
ISO 21384-4 Unmanned Aircraft Systems- Part4: Vocabulary 策定中（DIS）
ISO 21895 Categorization and classification of civil unmanned aircraft systems 策定中（DIS）
ISO 23665 Unmanned aircraft systems -- Training for personnel involved in UAS operations 策定中（CD）
ISO TR 23629-1 UAS Traffic Management (UTM) -- Part 1: General requirements for UTM -- Survey results on UTM 策定中（NP）
ISO 23629-7 UAS Traffic Management (UTM) -- Part 7: UTM data and information transfer at interface of traffic 

management integration system and UAS service suppliers -- Data model related to spatial data for 

UAS and UTM

策定中（NP）

【構造】

【策定規格】

Secretary: 

Mr Christopher Carnahan (US)

モビリティテーマ別情報詳細

4-b
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シンガポール

ドローンに
関する規制

インドネシア

ドローン及びEV普及
に関する規制

マレーシア

ドローン操縦規制

シンガポール政府は、国内全てのドローンに対する強制的な登録制度の制定及び
大型高性能ドローンのパイロット免許の枠組み導入を予定
 チャンギ空港での違法ドローン侵入による飛行妨害事件（2019年6月）を受け、検討を開始

 政府の諮問委員会は、ドローン所有は16歳以上とし、250g超の個人用・商用ドローンの強制登録を提案

 登録料として、1デバイスあたり20ドル程度を設定予定

 登録促進のため、義務化まで3か月の猶予期間を設定予定

 違法なドローン利用に対する罰金の増額についても検討中

インドネシア運輸省研究開発局は、ドローンの使用に関する規制を起草
 新技術の使用促進によるドローンの飛行安全性向上を期待

電気自動車（EV）の生産促進に関する大統領規則 （政令2019年第55号）を発表（8月8日）
 インドネシアがアジアのEV生産ハブとなることを目指し、企業のEV生産開始（2022年～）及び

EVシェア20％達成（～2025年）を目標として提示

 主にEVを生産する自動車メーカーに対し、EV技術、原料に対する輸入関税の引き下げや投資に関する
財政的インセンティブを規定

マレーシア人的資源省技能開発部は、遠隔操作車両（ROV）及びドローン操縦のための
職業技能基準（Malaysia National Occupational Skills Standards：NOSS）を制定
 教育機関は、ドローンパイロットコース提供、スキル証明（Sijil Kemahiran Malaysia: SKM）授与が可能
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ASEANにおけるモビリティ分野に係る政策動向（2019年7月～9月抜粋）

ASEAN地域においても、ドローン使用やEV普及に向けた国内規制・制度作りが
活発化している

モビリティテーマ別情報詳細

タイ

電気バス開発

タイ政府及び関連機関は、韓国と電気バスの開発協力について合意
 両国の政府、産業界及び学界より11機関が参加
 今後は、バンコクの気候、道路条件下での電気バス走行テストを実施、結果をタイ政府に提供予定

4-c

出所：公開情報に基づきDTC作成
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モビリ
ティ

欧州 ETSIがEMC

自動車の無
線機器及び
サービスに
関する新規
規格を発表

4月 ETSI(欧州電気通信標準化機構)がEMC(電磁両立性)自動車の無線機器及
びサービスに関する新規規格を発表

 EU指令(Directive 2014/53/EU)の第3.1条(b)の必須要件の反映を目的として
ETSIはETSI EN 301 489-51 V2.1.1 を発行
 規定内容：

• 自動運転車両、監視用レーダー装置又はその他関連する補助機器に対す
る試験条件、性能評価及び性能基準を規定

European 

Telecommunica

tions Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/deliver/e

tsi en/301400

301499/3014

8951/02.01.01

60/en 30148

951v020101p.

pdf

新CEN規
格：CENは
電気自動車
用電源の
ラベルに
EN 17186：
2019を採用

4月4日 CEN が電気自動車用電源のラベルを規定するEN 17186:2019 を承認
 EN規格'Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical 

expression for consumer information on EV power supply'を
策定
 規定目的：

• 充電スタンド、ケーブル、車両との互換性に関する情報を簡略化し、EU域
内で共通ラベルを規定。電気自動車の使用人口増促進

• 「代替燃料インフラの導入」に関する指令(Directive 2014/94)の第7条を実
施すること

 策定機関：
• CEN/TC 301 Road vehicles (事務局：AFNOR)

 実用化スケジュール：
• 規定ラベルは2021年2月までに実用される予定

European 

Committee for 

Standardization 

(CEN)

https://www.ce

n.eu/news/brie

f-

news/Pages/N

EWS-2019-

018.aspx
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【情報収集結果抜粋】モビリティ分野の標準化動向（1/5）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（1/7）

モビリティテーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301400_301499/30148951/02.01.01_60/en_30148951v020101p.pdf　
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-018.aspx
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モビリ
ティ

欧州 自動運転
車両のEU承

認における
免除手続き
に関する
ガイドライン

4月9日 EU加盟国が自動運転車両の安全性評価におけるガイドラインを策定
 2018年5月に欧州委員会によって発表されたコネクテッドモビリティと自動運転車
両に関する戦略を受け、EU加盟国が自動運転車両のアドホックな安全性評価に
おいて従うべき規則を規定したガイドラインを作成
 規定内容：

• 自動運転車両のシステムは、サイバー攻撃等による重要機能に対するリ
スクだけでなく、車両の不適切な制御や他の道路利用者へ危険を及ぼす
可能性についても対処するよう設計すべき

• 上記の実証方法として、ISO 26262、安全運転のためのシステム理論的プ
ロセス分析(STPA)及びISO PAS 21448を例示

European 

Commission: 

Internal Market, 

Industry, 

Entrepreneurshi

p and SMEs. 

Standardization 

mandates

http://ec.euro

pa.eu/growth/

content/guide

lines-

exemption-

procedure-

eu-approval-

automated-

vehicles en

欧州委員会
は車両安全
機能に関す
る欧州議会
の投票を
歓迎

4月16日
（5月17日：
追加情報）

欧州委員会は、2018年5月に欧州委員会によって提案された改訂一般安全
規則に対する欧州議会による承認を歓迎

 2022年以降、EU自動車分野においては、乗客、歩行者、自転車を保護するため
に新しい安全技術が必須となる予定

 さらに、欧州委員会は燃費を向上させ、大型車による二酸化炭素排出を減少させ
るためのEU規格を提案中
 背景：

• 2050年までに死亡者数及び重傷者数をゼロに近づける「EUの長期目標」
を、欧州議会と欧州評議会は合意（3月）

 安全技術例：
• インテリジェントスピードアシスタンス、車線維持支援、タイヤ空気圧監視シ
ステム等

 今後欧州評議会は本規則が欧州連合の官報に掲載される前に、規則を正式に採
択予定

European 

Commission: 

Internal Market, 

Industry, 

Entrepreneurshi

p and SMEs. 

Standardization 

mandates※1

http://ec.euro

pa.eu/growth/

content/europ

ean-

commission-

welcomes-

european-

parliament-

vote-vehicle-

safety-

features en

http://europa.

eu/rapid/pres

s-release IP-

18-

3708 en.htm
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【情報収集結果抜粋】モビリティ分野の標準化動向（2/5）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（2/7）

モビリティテーマ別情報詳細
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※1 ：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://ec.europa.eu/growth/content/guidelines-exemption-procedure-eu-approval-automated-vehicles_en
http://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-welcomes-european-parliament-vote-vehicle-safety-features_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_en.htm
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

ドイツ モビリティ -

エネルギー
世界の変革

5月3日 電気自動車に関連する規格やロードマップについてレポートにて紹介
 国内関連規格：

• E DIN EN 63110-1(VDE 0122-110-1)：2019-02 電気自動車の充放電イ
ンフラストラクチャー管理のためのプロトコル - パート1：基本用語、ユース
ケース、及びアーキテクチャー

• VDE-AR-E 2802-100-1(VDE AR-E 2802-100-1)：2017-10 ISO 15118

の使用に関連した電気自動車、充電インフラストラクチャ、及びバックエン
ドシステムの証明書処理

• 双方向のエネルギーの流れの中に負荷管理を扱う
• DKE / GAK 353.0.11：インフラストラクチャーを充電するためのバックエン
ド通信

• DKE / AK 353.0.101 ：双方向のエネルギーフローも考慮に入れた電気自
動車の充電時の負荷管理

• DKE / AK 353.0.401：双方向ローディング
 国際関連規格：

• IEC規格63110の枠組みの中で定義され、バックエンドプロトコルに加えて、
バックエンドの方向における充電ステーションのインターフェースについて
も説明

 ロードマップ：
• ドイツ標準化ロードマップElectromobility 2020：電気安全性の分野におけ
る現在の標準化活動を表しており、特に安全要件、車両技術、及び充電イ
ンターフェースに関する現在の状況を要約

• DIN | DKEロードマップ「ITセキュリティ」：ネットワークの安定性、車両及び
インフラストラクチャ側のITセキュリティに関する要件を記載

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/mobilit

aet
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（3/7）
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※1 ：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.dke.de/de/news/2019/mobilitaet
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モビリ
ティ

ドイツ DINとSAEの
最初の
共通規格

6月3日 SAE Internationalおよびドイツ規格協会（DIN）は、新しい仕様「DIN SAE 

SPEC 91381自動車両技術の試験に関する定義」を共同開発し
発行
 本新規格は英語とドイツ語の両言語で公開された最初の仕様

 DIN SAE SPEC 91381開発目的：
• 自動車業界のシミュレーションとテストのための明確な用語と定義を業界
に提供

• 自動車両技術のテストに関連する新しい技術開発のギャップの縮小
• 用語が国毎に異なり、特定の用語が誤って解釈されることがある
ため、業界内における共通の用語策定による理解の促進

 策定者：
• L3PILOT及びPEGASUSの代表者
• OEM、テストトラック運営者、研究機関、及びTier Oneサプライヤーを含む

50を超えるパートナー
＊L3PILOT：欧州の自動車研究コンソーシアムにおいて、Volkswagenグ
ループが主導する研究プロジェクト

＊PEGASUS：ドイツ経済エネルギー省（BMWi）が主導し、自動走行シス
テムの期待性能水準と評価基準を明確化するための産官学が共同で
実施するプロジェクト

ドイツ規格協会
(DIN)

https://www.di

n.de/de/din-

und-seine-

partner/press

e/mitteilungen

/erster-

gemeinsamer-

standard-von-

din-und-sae-

333104
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https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/erster-gemeinsamer-standard-von-din-und-sae-333104
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ティ

欧州 車両間WiFi

は道路上の
農機具事故
を減らすこと
ができる
か？

6月12日 欧州農業機械工業連合会（CEMA）は、車両間通信へのWiFi使用を
整備する欧州委員会のイニシアチブを支持

 CEMA発言要旨：
• 「WiFi規格がスマートモビリティと農業機械の交通安全を向上させる」
• 「WiFi規格IEEE 802.11pは、コネクテッドカーのシームレスな通信を保証
しており、Directive 2010/40/EUを補完する新たな委任法令は、協調高度
道路交通システム（C-ITS）の展開と運用に関して、適切な法的枠組みを
設定」

• 「AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) とともにイニシア
ティブを支持」

 関連動向：
• European Telecommunications Standards Institute (ETSI)は、
トラクターから車への通信が可能であることを実証するため、
パイロットプロジェクトを実施（2018年10月）

AgriLand
https://www.a

griland.ie/far

ming-

news/can-

vehicle-to-

vehicle-wifi-

reduce-farm-

machinery-

accidents-on-

the-road/

英国 英国がネット
ゼロエミッ
ション法を
可決する
最初の主要
経済国に

6月27日 英国は2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする法律を可決
（6月27日）

 概要：
• 2050年までに排出量を実質ゼロにすると同時に、クリーン成長を産業戦
略の中核に置いた経済成長を志向

• 植林や炭素回収・貯留等の技術利用等、同量の温室効果ガスを相殺する
ためのスキームによって、実質ゼロを目指す

 今後の予定：
• Green GB Weekにて、各セクターのリーダーが目標達成について協議予
定（11月4日）

Department for 

Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy (BEIS) 

https://www.g

ov.uk/govern

ment/news/uk

-becomes-

first-major-

economy-to-

pass-net-

zero-

emissions-law
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https://www.agriland.ie/farming-news/can-vehicle-to-vehicle-wifi-reduce-farm-machinery-accidents-on-the-road/
https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
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米国 ANSI無人航
空機システ
ム標準化
共同研究会
へのスポン
サーシップの
紹介

4月22日 ANSI(米国規格協会)は、2019年7月から2020年6月までの1年間の
UASSC(無人航空機システム標準化協同組合)へのスポンサーシップ提供の
可能性について発表

 UASSCの目標：
• 国際的な調整と適応性を備えた、UAS (無人航空機システム)の米国の国
内空域システムへの安全な統合を容易にするための標準化を調整し促進

• 民間用、商業用、及び公共の安全アプリケーションに重点を置いて、無人
航空機システム市場の成長を促進

 これまでの活動：
• UASSCは2018年12月に無人航空機システムのための標準化ロードマッ
プ、バージョン1.0を発表。ロードマップは、UASの現在及び将来の標準化
の展望について記載

 今後の活動：
• ロードマップの更新が2019年9月12日にワシントンDCで開催されるキック
オフ総会で開始予定

• ロードマップバージョン2.0は、2020年6月末までに発行される予定

米国規格協会
(ANSI)

https://www.an

si.org/news pu

blications/new

s story?menui

d=7&articleid=

8d27fdf1-7baf-

4044-b0ef-

5a18e1ce01a4

WingのUAS

配送サービ
スはFAA

認証を獲得

4月29日 アルファベットはFAA(米国連邦航空局)から航空会社としての認証を
取得し、同社のWingプロジェクトが、初のUAS(無人航空機システム)

配送サービスとなることを発表
 Google の親会社であるAlphabet Inc.(Alphabet)は、UAS (無人航空機システム)

または「無人機」の配達を進めている
 バージニア州南西部で自律的な民間航空配送サービスをテストを実施予定

Society of

Automotive

Engineers

(SAE)

International

https://www.sa

e.org/news/20

19/04/wing%E

2%80%99s-

uas-delivery-

service-has-

faa-

certification
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米国 規格がFAA 

UASシンポ

ジウム議題
の中心に

6月17日 第4回Federal Aviation Administration (FAA) UAS Symposiumが開催
され、無人航空機システム（UAS）活用に向けた自発的な規格の
必要性を協議（6月5～6日＠ボルチモア、アメリカ）

 概要：
• ANSIは、ANSI Unmanned Aircraft Systems Standardization 

Collaborative (UASSC)の取組みを共有
• レポート"Standardization Roadmap for Unmanned Aircraft Systems"を
発表（2018年12月）

• UASの現在および将来の標準化の展望、既存の標準及び開発中の標準、
ギャップ評価、必要な追加標準作業について記載

 今後の予定：
• ANSI UASSC はキックオフミーティング（9月12日＠ワシントンDC）にて、
標準ロードマップの改訂版（Version 2）を発表予定

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&articl

eid=92cc6a87

-270e-419c-

aedf-

de2d7d17977

8
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欧州 電気自動車
とハイブリッ
ド自動車：
脆弱な道路
利用者を
保護する
ための騒音
に関する
新規則

7月3日 欧州委員会は、全ての電気自動車及びハイブリット自動車に車両接近通報装
置（AVAS）の取り付けを義務付けるCommission Delegated Regulation 

(EU) 2017/1576を制定
 背景：

• 電気自動車やハイブリッド自動車は静音であるため、視覚障がい者や自転
車利用者等にとっては、発進音が聞こえず危険な場合あり

 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1576概要：
• Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the 

Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of 

replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC 

and repealing Directive 70/157/EECの委任規則として規定
• 全ての新しいタイプの電気自動車及びハイブリット自動車へのAVASの取
り付けを義務付け（2019年7月1日～）
• UNECEで開発されたAVAS要件に準拠

• 全ての電気自動車に発音装置の取り付けを義務付け
（2021年7月1日～）

 経緯：
• 欧州委員会（EC）は車両安全性の向上について関係者を集めた公開討議
を開催（2017年）

• ECは第三回“Europe on the Move”の下、一般安全規則及び歩行者の見
直しを提案（2018年）

• ECは改訂General Safety Regulationを提案し、承認（2019年）

European 

Commission: 

Internal Market, 

Industry, 

Entrepreneursh

ip and SMEs. 

Standardization 

mandates

https://ec e

uropa eu/gr

owth/conte

nt/electric-

and-hybrid-

cars-new-

rules-noise-

emitting-

protect-

vulnerable-

road-

users en
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欧州 EASAは、
電気及び
ハイブリッド
VTOL機を
認証するた
めの特別な
条件を発表

7月3日 欧州航空安全機関（EASA）は、欧州におけるハイブリット及び電気VTOL機の
安全飛行の条件を定めた”SC-VTOL-01 Special Condition for small-

category VTOL aircraft"を発表
 背景：

• 2018年10月、草案が公開され、パブリックコメントを募集
 SC-VTOL-01 Special Condition for small-category VTOL aircraft概要：

• 最大乗客数9人、最大認定離陸重量7,000ポンドの小型VTOL航空機が対
象

• "Basic"と"Enhanced"の2つのカテゴリーで、特別条件を設定
• "Basic"：故障発生後、航空機の緊急着陸が可能であることが条件
• "Enhanced"：航空機が元の目的地、又は安全な目的へ着陸することが
可能であることが条件

• 混雑地域での運航が予想される場合、又は商用航空機は、"Enhanced"カ
テゴリーでの認証が必要

 Jens Hennig氏（vice president of operations, General Aviation

Manufacturers Association (GAMA))発言要旨：
• 「当該条件の発表を大いに歓迎しており、また、EASA及びASTM、

EUROCAE、SAE International等の業界標準化団体と協力して、
新しい条件に準拠するための手段を開発している」

Rotor & Wing 

International

https://www

.rotorandwi

ng.com/201

9/07/03/eas

a-releases-

special-

condition-

certifying-

vtol-aircraft/
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欧州 「つながる
車」通信規格
で5Gに道、
EUがWiFi案
否決

7月5日 EUは、コネクティッドカーの通信規格に関し、欧州委員会のWi-Fiベース案を
否決（7月4日）

 背景：
• コネクティッドカーの通信技術に関し、自動車やハイテク業界で意見が対立、
欧州委員会（EC）はWi-Fiベースの規格を提案

• Wi-Fi支持派：Wi-Fiは既に利用可能かつ道路安全に資する旨を主張
• フォルクスワーゲン、ルノー、トヨタ、ＮＸＰ、等

• 5Ｇ支持派：エンターテイメントや交通データ、ナビゲーション等の
幅広い分野への応用を主張
• ＢＭＷ、クアルコム、ダイムラー、フォード、ＰＳＡグループ、
ドイツテレコム、エリクソン、華為技術、インテル、サムスン電子、等

 概要：
• EUで投票が行われ、ドイツやフランス、イタリアなど21カ国がECが
提案するWi-Fiベース案に反対

Reuters https://jp re

uters com/a

rticle/eu-

autos-tech-

idJPKCN1T

Z1SM
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英国 BSIは、
自動運転車
両で英国の
リーダーシッ
プを
加速するた
め標準化
プログラムを
開始

7月16日 BSIは、コネクテッドカーと自動運転車（CAV）の安全な展開をサポート
するための標準化プログラムを開始

 目的：
• CAVの安全かつ効果的な展開の促進及び、設計やテスト分野における英
国のリーダシップ獲得を目的として、ガイダンスと技術標準を提供

 体制：
• 運輸省Centre for Connected and Autonomous Vehicles、Innovate UK、

Zenzicと協力
 概要：

• CAVテストベッドや関連企業等から意見を募るため、クロスステークホル
ダーアドバイザリーボードを設立、標準が必要となる分野を特定

• 安全性、高度なテスト、データ、サイバーセキュリティ、CAVインフラ
ストラクチャ、人的要因、および自動車両サービスの展開等の分野の標準
化を検討

 今後の予定：
• 2020年前半を目途に、PAS 1880及びPAS 1881を発行予定

• PAS 1880では、無人運転用のポッドから量産車まで、自動運転車の制
御システムの安全性を評価するためのガイドラインを作成予定

• 自動車両の設計企業が、自社の最終製品、システム、および
コンポーネントの安全性レベルをより確実に評価可能

• PAS 1881では、関係者に対し、CAV試験のリスク及びテストは
適切に管理されており、英国CAVハブであるZenzicによって通知される
ことを保証予定

British 

Standards 

Institution (BSI)

https://www

.bsigroup.c

om/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pres

s-

releases/20

19/july/bsi-

launches-

standards-

programme

-to-

accelerate-

british-

leadership-

in-

automated-

vehicles/
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欧州 ABBは電気
バスとトラッ
クの市場で
のより高い相
互運用性を
サポート

7月31日 ABB（スイス企業）はEUが支持するASUSUREDコンソーシアムの中で
中心的な役割を果たし、電気バス用充電インフラストラクチャの標準化に貢献

 ASUSUREDコンソーシアム概要：
• 2017年10月開始に開始された4年間のプロジェクト
• Horizo n 2020 Green Vehiclesプログラムの下、欧州連合が資金
提供

• 都市部の重作業用途向けの高電力充電ソリューションの開発とテストを目
的として設置

 現在の活動内容：
• 既存のドラフト規格に基づく大型車の自動充電の仕様を概説する
レポート作成

 今後のスケジュール：
• レポートに概説されている標準に基づく適合性及び相互運用性テストの開
発を目的として、IDIADA社（スペインの気動車企業）のテスト
ハウスでの管理下、テストを開始予定
（2019年第4四半期＠バルセロナ）

• 実環境下における充電器と自動車の相互運用性の実証
（2020年～2021年：＠ヨーテボリ、バルセロナ、オスナブリュック）

Voltimum https://www

.voltimum c

o.uk/article

s/abb-

supports-

greater-

interoperab

ility
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ドイツ VDEは政治
家と討議：
ドイツにおけ
る電気自動
車の成功は、
持続可能な
標準化とバッ
テリーの適
合性がカギ

8月2日 VDEは、ドイツでの電気自動車用バッテリーセルの製造に関し、
ポジションペーパー「Batteriezellfertigung für die Elektromobilität in 

Deutschland」を発行、政治家と対話
 現在、ドイツの自動車メーカーはバッテリーシステムの相互互換性の問題を抱えており、

VDEは、バッテリーセル／フォーマットの標準化が1つの解決策になると主張

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik e.V.
（VDE）

https://www

.vde.com/d

e/arbeitsfel

der/politik/p

olitik-

news/vde-

politikgespr

aeche-

elektromobi

litaet

ドイツ
（国際）

ヨーロッパへ
の空飛ぶタク
シー

8月27日 ドイツの企業が、欧州航空安全庁（EASA）が制定した安全基準（SC-VTOL）
に準拠したエアタクシーを開発

 開発状況：
• 開発された2人乗り自己飛行型タクシーは安全基準（SC-VTOL）の
認定要件を満たしているため、法律上は欧州の上空でタクシー営業を開始
できる状況

• 但し、離着陸に関連する全ての電子部品においてIECが定めた国際安全
規格に準拠している必要があり、確認を実施中

• 現在作成中の規格においても例外ではないため、定期的な安全規格への
適合状況の見直しが必要
（例:IEC/TC 97は飛行場の照明とビーコンの電気整備に関する標準規格
を作成中）

International 

Electrotechnica

l Commission 

(IEC)

https://blog.

iec.ch/2019

/08/flying-

taxis-for-

europe/
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米国 ドローン用
電子ナン
バープレート
がまもなく
登場

9月10日 ASTM InternationalへドローンのリモートIDシステムガイドラインに
関する規格（ASTM WK65041）が提案され、投票開始

 規格案の策定主体：
• DJI等の多くのドローンメーカー、Google WingやAmazon等が協力し

ASTM International下の委員会F38 on Unmanned Aircraft Systemsに
て策定
• 米国連邦航空局（FAA）やカナダ運輸省などの民間航空当局、
およびドローン業界のリーダーからの意見を聴取

 規格概要：
• リモートでドローンを識別する方法と、識別データを読み取るための
システムの設定方法に関するガイドラインとして位置づけ

• WiFiまたはBluetoothを介してIDデータを継続的に通信するドローンを想定。
通信により、スマホやアプリでドローンのID（FAAまたは他の民間航空当局
からの登録番号等）を読み取ることが可能

 規格発行に向けた状況：
• ASTM Internationalへ9月5日に提出、9月9日より投票開始

IEEE Spectrum https://spec

trum.ieee.o

rg/tech-

talk/robotic

s/drones/dr

one-

remoteid
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米国 ANSIはド
ローンに係る
標準化活動
に外部専門
家を募集

9月23日 ANSIはUASCCにおけるドローン関連標準化活動への外部専門家を
募集すると共に、検討分野を拡大

 背景：
• UASCCはANSI傘下にてドローンに係る標準化活動を推進しており、規格
策定の前段階である既存規制・規格の調査、策定余地の特定、標準化
ロードマップの策定を実施

• 現在に至るまで、既に87組織からの計119人の外部専門家が参画
 外部専門家に求められる役割：

• 現在対象とされていない検討分野への参画
（例：周波数割り当て、都市部・レジャー関連のユーズケース等）

• 規制・規格策定余地の再確認
• ロードマップの進捗確認 等

米国規格協会
(ANSI)

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=1e647e

87-5675-

4b7e-9815-

dfdf65bf80

40
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

チャンギ
空港への
侵入後
全ドローンが
強制登録

7月8日 政府は、チャンギ空港への無人機侵入に対する懸念により、シンガポールの
すべてのドローンに対し強制的な登録制度と、大型高性能ドローンのパイロッ
トの免許の枠組みを導入

 Lam Pin Min国務大臣発言要旨：
• 「政府は誤った無人機の利用に対する罰金の増額を検討している」
• 「強制登録の開始時期は、今年末までの実施を望む」

TODAY https://www

.todayonlin

e.com/sing

apore/all-

drones-will-

have-be-

licensed-

under-new-

regime-

after-

intrusions-

changi-

airport

インドネ
シア

電気自動車
技術が日産
自動車アジ
ア太平洋と
BSNの意見
交換におけ
るトピックに

7月23日 日産自動車アジア太平洋がBSNを訪問し、電気自動車用充電
ステーション技術の利用・発展について討議（7月22日）

 Coki Panjaitan日産インドネシアの代表発言要旨：
• 「充電規格は、電気自動車メーカーに明確性を提供するため重要な役割を
担う。規格の存在は、電気自動車を製造する会社に確実性と法的根拠およ
び平等を提供することが可能」

 主な参加者：
• Kristianto Widiwardono BSN力学、エネルギー、電気工学、輸送および情
報技術標準開発部長、Agustinus Praba Drijarkara BSN力学、放射線、
生物学国家標準局長

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn go.id/m

ain/berita/d

etail/10300/

teknologi-

kendaraan-

listrik-

menjadi-

topik-

audiensi-

nissan-

motor-asia-

pasific-

dengan-

bsn
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モビリ
ティ

インドネ
シア

政府は無人
航空機の使
用に関する
規制ドラフト
を起草

7月17日 インドネシア政府はドローンの使用に関する規制を起草
 運輸省の研究開発局は、ドローンの使用に関連した規制案の草案を検討し、
新技術の使用や新技術による飛行の安全性の確保を期待

 背景：
• 2015年の運輸大臣規則番号PM 180に基づき、政府はすでにインドネシア
空域での無人航空機の運航を規制するため、CASR107小型無人航空機
システム等のいくつかの規制を発行

Antara News https://en.a

ntaranews.

com/news/

129125/gov

ernment-

drafts-

regulations-

on-use-of-

unmanned-

aircraft

BSNはインド
ネシアの電
気自動車開
発を支援

7月24日 BSN長官が「将来の自動車技術と規制セミナーへの挑戦」で講演し、電気自
動車に関するインドネシア国家規格（SNI）について説明（7月23日）

 Bangang Prasetya BSN長官発言要旨：
• 「BSNは調査技術高等教育省の支援を受けた大学ステークホルダーから
の提案による電気自動車の技術委員会43-02を設置。セミナーを通じス
テークホルダーが電気自動車の開発および規制に関して政府への希望を
表明できることを期待」

 技術委員会43-02によって作成されたSNI：
• SNI ISO TR 8713：2017電気推進車
• SNI IEC 62660-1：2017電気自動車用二次リチウムイオン電池
• SNI IEC 62660-2：2017電気自動車用の二次リチウムイオン電池 - 第2
部：信頼性と悪用の試験

• SNI ISO / TR 13062：2018オートバイと電気モペット - 用語と分類
• ISO 13063 SNI：2018オートバイおよび電気モペット - 安全仕様
• SNI ISO 13064-1：2018パフォーマンス - バッテリー - 電気モペットおよび
バイク - パート1：基準エネルギー消費および範囲

• ISO 13064-2：2018 SNIパフォーマンス - バッテリー - 電気モペットおよび
バイクパート2：道路運営の特徴

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn go.id/m

ain/berita/d

etail/10306/

bsn-

dukung-

pengemba

ngan-

kendaraan-

listrik-di-

indonesia
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モビリ
ティ

マレー
シア

ドローンパイ
ロットのため
の認定レベ
ルトレーニン
グを間もなく
開始

7月29日 マレーシア人的資源省下の技能開発部が遠隔操作車両（ROV）及び無人航空
機（UAV）操縦のためのマレーシア全国職業技能基準（Malaysia National 

Occupational Skills Standards：NOSS）を開始
 基準の発表により、職業教育機関および民間教育機関は、技術および職業教育訓練
（Technical and Vocational Education and Training： TVET）プログラムにおいてド
ローンパイロットコースを提供し、マレーシアスキル証明（Sijil Kemahiran Malaysia: 

SKM）を授与することが可能

Citizen 

Journalist 

Malaysia

https://cj.m

y/114129/c

ertification-

level-

training-for-

drone-

piloting-on-

the-way/

インドネ
シア

インドネシア
は電気自動
車産業を後
押しするイン
センティブを
計画

8月1日 インドネシアは、電気自動車（EV）生産増加のインセンティブを含む規制案を
策定

 目的：
• インドネシアがEVにおけるハブになるため、2022年からのEV生産開始と、

2025年までの自動車生産全体におけるEVシェア20％の達成を目指す
 インセンティブ対象者：

• EVメーカー、インフラストラクチャプロバイダー、輸送会社、EVバイヤー
 インセンティブ概要：

• 自動車メーカーに対してはノックダウン・セミノックダウン車の輸入関税及び
生産用の機械・材料の輸入関税を引き下げ

• 一方で、自動車メーカーは2030年までに国内部品の構成を80％に増やす
ことが求められ、オートバイメーカーは2026年までの目標達成が必要

Reuters https://www

.reuters co

m/article/us

-indonesia-

electric/ind

onesia-

plans-

incentives-

to-boost-

electric-

vehicle-

industry-

idUSKCN1

UR4FE
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モビリ
ティ

インドネ
シア

ジョコウィが
電気自動車
規制に署名

8月9日 インドネシア大統領が電気自動車（EV）に関する大統領規則（Perpres）に署
名（8月5日）し、インドネシア政府が電気自動車（EV）の促進に関する政令(政
令2019年第55号)として発表（8月8日）

 規定内容：
• バッテリーベースのEVやサポート技術・原料に対する輸入関税やEV業界
への投資に関わる輸入に対する財政的インセンティブについて規定（以下
主要項目抜粋）
• EV関連産業の促進(EV製造における原材料の現地調達率を段階的に
高めるよう規制)

• インセンティブ
• EV関連インフラの提供とEVのための電気料金
• EVに関連する技術関連規制の順守
• 環境保護

The Jakarta 

Post

JETRO

https://www

.thejakartap

ost.com/ne

ws/2019/08

/09/jokowi-

signs-

electric-

vehicle-

regulation.h

tml

https://www

.jetro.go jp/

biznews/20

19/08/6515

391d69c6b

5c1.html
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モビリ
ティ

タイ タイと韓国が
電気バスの
開発におい
て提携

8月21日 タイと韓国間で電気バスの開発について合意。今後開発に向けバンコクの気
候・渋滞の適正についてのテストを実施し、タイ政府に提供を予定

 開発に係るステークホルダ（計11組織）：
【韓国機関】

• エジソンモーターズ(自動車メーカー)

• 産業通商資源部
• 韓国科学技術企画評価院(KISTEP) 等

【タイ機関】
• バンコク大量輸送公社
• タイ発電公社
• モンクット王工科大学トンブリ校 等

The Thaiger https://theth

aiger com/n

ews/asean/

thailand-

and-south-

korea-

partner-on-

developme

nt-of-

electric-

buses

シンガ
ポール

諮問委員会
は、ドローン
の必須登録
におけるオペ
レーターの
最低年齢は
16歳と 提案

8月27日 シンガポール政府の諮問委員会は、ドローン所有は16歳以上とし、重量が
250gを超えるすべてのデバイスの登録を必須とすることを提案

 背景：
• 本年6月に2台のドローンがチャンギ空港で運航を妨害した1ヵ月後、運
輸省は、ドローンの登録義務付け、飛行規則を無視した者の罰則を引き
上げる計画を発表

• 大規模でより有能なドローンのオペレーターに許可制枠組みを導入する
旨発言

 許可の枠組みに関する諮問委員会の提案概要：
• ドローンの所有は16歳以上で、離陸時重量が250gを超えるすべてのデ
バイスの登録を義務付け

• 登録制度は、商用・個人利用にかかわらず、すべてのドローンをカバー
• 登録されたドローンは、登録ステッカー等で識別・追跡可能
• 登録は簡単で、デバイスあたり20ドルで上限等手頃な価格の設定
• 登録促進のため、義務化まで3か月の猶予期間を設定

The Straits 

Times

https://www

.straitstime

s.com/sing

apore/trans

port/minimu

m-age-for-

drone-

operators-

max-

registration

-fee-of-20-

proposed-

by-advisory
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モビリ
ティ

インドネ
シア

インドネシア
は未来に向
かって加速：
バッテリー駆
動電気自動
車の新たな
規制

8月28日 インドネシア国内において、バッテリー駆動電気自動車に関する新しい大統領
規則が発表

 背景：
• 電気自動車と自動車部品の製造を促進するインセンティブを提供する一方、
メーカーは現地の部品要件を満たす必要があり、ローカルコンポーネントの
割合は、時間の経過とともに増加

• 政府が民間の充電設備と公共の充電設備どちらを支持するか不明である
ものの、現行インドネシア国有電力会社（PLN）のみが、充電スタンドを運営
する権利を保持

 規則名：
• 道路交通用バッテリー駆動電気自動車の促進に関する2019年大統領規
則第55号（PR 55/2019）

 規則の位置づけ：
• インドネシア政府がバッテリー駆動電気自動車の新しい市場を拡大する最
初の試みとして制定

• PR 55/2019には、まだ実装の詳細とガイダンスが存在しておらず、政府は
今後12か月以内に実施規則を発行予定

JPSUPRA https://www

.jdsupra.co

m/legalnew

s/indonesia

-drives-

into-the-

future-a-

new-93789/
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モビリ
ティ

タイ 業界団体が
政府機関に
EV開発を
強化するよう
要請

8月28日 タイ電気自動車協会（EVAT）は、タイがEV社会へ変革し、輸送部門からの二
酸化炭素排出量が削減されることを期待し、EV促進に向けた8つの行動を提
案

 提案要旨：
• すべての省庁を同じ方向に向かせるための、首相または副首相を議長とす
る政策委員会の設立

• 明確なルールの下、簡単に電動トゥクトゥクとタクシーを登録できるようにす
る等、多様な法律の改正の検討

• EVの購入者に対する所得税の減額と非財政的インセンティブの導入等の
EVの使用促進

• オートバイメーカーに対する電動バイク生産をローカライズするための投資
特権の付与

• EV開発におけるタイの起業の促進
• EVおよび関連コンポーネントの規格の策定
• EVの充電ステーションの全国への拡大
• 教育機関でのEVに関する専門コースの提供

Bangkok Post https://www

.bangkokpo

st com/busi

ness/17381

27/agency-

urges-

governmen

t-to-step-

up-ev-

developme

nt

174

【情報収集結果抜粋】モビリティ分野の標準化動向（7/9）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（15/17）

モビリティテーマ別情報詳細

4-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.bangkokpost.com/business/1738127/agency-urges-government-to-step-up-ev-development


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

インドネ
シア

インドネシア
国内のEV
充電設備
メーカーは
国家規格の
策定を要求

9月12日 インドネシア国内のEV充電設備メーカーは充電設備に係る国家規格の策定を
要求

 背景：
• 現在EVのソケットと充電設備を統一・共通化するルールが不在であり、メー
カーの中で開発した充電設備が今後インドネシアで発売される
EVに対応できるか懸念が浮上

 規格の需要：
• 充電ソケットの種類に係る基準統一に資する、充電設備に関する
仕様全般

Bisnis.com https://otom

otif.bisnis.c

om/read/20

190912/27

5/1147530/

produsen-

alat-

pengisian-

daya-mobil-

listrik-

tunggu-

standar-

resmi-

pemerintah

インドネシア
産業省は、
EVに係る
財政的・非財
政的優遇制
度を規定
する規制を
検討

9月18日 インドネシア産業省（ILMEA）は、EV普及に向けて購入者に対する
財政／非財政的な優遇制度を規定する規制導入を検討

 優遇制度の概要：
• 税的緩和、補助金等の財政的な優遇制度
• 特定交通ルールへの準拠義務の緩和、EV専用駐車場・車線の整備等の
非財政的な優遇制度

Medcom https://www

.medcom.id

/otomotif/m

obil/eN4RD

Eyk-

regulasi-

fiskal-dan-

non-fiskal-

kendaraan-

listrik-

dipermuda

h
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https://www.medcom.id/otomotif/mobil/eN4RDEyk-regulasi-fiskal-dan-non-fiskal-kendaraan-listrik-dipermudah
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インドネ
シア

インドネシア
中央現行
（BI）は環境
に優しい車
への支払い
を5-10%へ
緩和

9月20日 インドネシア中央銀行は、EVの普及に向けて、高環境性能自動車に
対する頭金の基準を、販売価格の20-25%から5-10％に引き下げる方針を
公開

 対象：
• 大統領令（No. 55 Tahun 2019）に規定される自動車
（EV、ハイブリッド、PHEVを含む）

• 中国から多く輸入しているLCGC (Low Cost Green Car）は対象外
 規制の発効予定：

• 2019年12月2日より上記規制を発効予定

Antara News https://www

.antaranew

s.com/berit

a/1072566/

bi-

longgarkan

-uang-

muka-

mobil-

ramah-

lingkungan-

hanya-5-

10-persen

産業省はEV
への税的
優遇制度を
規定する
法案を発効
予定

9月27日 インドネシア産業省は、EVの普及に向け自動車に課税されるぜいたく税
（PPnBM）の適用基準を「車種・エンジン馬力」から「排出量」をべースと
するよう変更する法令を発効予定

 背景：
• インドネシアでは、自動車に対してぜいたく税を課税しており、
これまで「車種・エンジン馬力」を適用基準として規定

• 国家優先プログラムの一環であるEVの普及に向けて、EV購入者に対して
税的優遇制度を構築することを発表

 法令の発効による主な税制変更：
• 直接的排出量がゼロであるEVの購入価格に対しては、ぜいたく税の課税
比率をゼロとする

• 一方、その他のPHEV、ハイブリッド、化石燃料自動車には、
排出量と連動したぜいたく税の課税比率を適用

Grid Oto

Suara

https://www

.gridoto.co

m/read/221

865754/dra

f-ppnbm-

sebentar-

lagi-

disahkan-

pajak-

kendaraan-

bergantung

-pada-

emisi-yang-

dihasilkan#

!%2F

https://www

.suara com/

otomotif/20

19/09/25/2

21624/suda

h-rampung-

skema-

ppnbm-

mobil-

listrik-

segera-

disahkan

176

【情報収集結果抜粋】モビリティ分野の標準化動向（9/9）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（17/17）

モビリティテーマ別情報詳細

4-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.antaranews.com/berita/1072566/bi-longgarkan-uang-muka-mobil-ramah-lingkungan-hanya-5-10-persen
https://www.gridoto.com/read/221865754/draf-ppnbm-sebentar-lagi-disahkan-pajak-kendaraan-bergantung-pada-emisi-yang-dihasilkan#!%2F
https://www.suara.com/otomotif/2019/09/25/221624/sudah-rampung-skema-ppnbm-mobil-listrik-segera-disahkan
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米国 「宅配便を
ドローンが運
ぶ」、米国の
一部で
本格展開

10月24日 ドローンメーカーの米ウイング社は、米バージニア州で宅配サービスを開始し
たと発表(10月19日)
 eコマースの商品をドローンで運ぶ米国初の商業サービスとして、宅配の荷物や市販
薬、スナック菓子、文房具等を顧客へ配送

 提携先：
• 米物流大手FedEx

• 米ドラッグストアチェーン大手ウォルグリーン
• 地元の小売業者 等

 ウイング社概要：
• グーグルの持ち株会社である米アルファベット傘下の企業
• FAA（米連邦航空局）より航空運送業者の認可を受領（2019年4月）

JBpress https://jbpre

ss.ismedia.j

p/articles/-

/58035?ut

m medium

=feed&utm

source=d

wango&ut

m campaig

n=body

ANSIはFAA
のDrone 

Safety 

Awareness 

Weekに
注目

11月8日 ANSIはDrone Safety Awareness Weekに合わせ、Unmanned Aircraft 

Systems Standardization Collaborative（UASSC）の取組に対する支持を
表明
 連邦航空局（FAA）がDrone Safety Awareness Weekを実施するにあたり、ANSIは
ドローンの活用のための標準化の取組に支持を表明

 UASSCの概要：
• ドローンの安全な運用を促進するために必要な規格や適合性審査
プログラムの開発を調整、推進することをミッションとし活動

• ドローン市場の成長のため、国際的な連携や適応性対応にも注力

American 

National 

Standards 

Institute (ANSI)

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=4ade8b

38-e633-

4ecb-ab01-

df6b432b7

eed

177

【情報収集結果抜粋】モビリティ分野の標準化動向（1/5）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（1/5）

モビリティテーマ別情報詳細

4-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/58035?utm_medium=feed&utm_source=dwango&utm_campaign=body
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=4ade8b38-e633-4ecb-ab01-df6b432b7eed
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モビリ
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米国 NBAAらは
一般的な
航空運用を
制限する
法案に反対

11月19日 全米ビジネス航空協会（NBAA）や他航空関連団体は、米国議会に提出され
た民生的な航空運用を制限する2法案に反対を表明

 NBAAが反対を表明した法案（2件）及びその理由：
• Improving Helicopter Safety Act of 2019

• 人口密集地域での不必要な民間ヘリコプターの飛行を禁じる法案
• （反対理由）NBAAは、当該移動手段を必要とする企業・個人に
負の影響を与えるとして反対

• Drone Integration and Zoning Act（DIZA）
• 民間ドローン業界に規制を加える法案
• （理由）NBAAや他団体は、並行して統合的な安全規制制度の制定をし
ており、それを尊重すべきとの立場であり、特にNBAAは、都市における
航空モビリティや航空テクノロジーの発展を阻害するとして反対

National 

Business 

Aviation 

Association 

(NBAA)

https://nbaa

.org/aircraft

-

operations/

airspace/re

gional/nbaa

-others-

oppose-

legislation-

restricting-

general-

aviation-

operations/

GUTMAと
ASTMイン
ターナショナ
ルは、ドロー
ンの規格に
関する覚書
に署名

11月26日 ASTMインターナショナルとグローバルUTM協会（GUTMA）は、ドローンを
既存の航空交通に統合する際、規格を活用できるよう支援するための覚書に
署名

 覚書の目的：
• 両者の国際規格への理解の促進
• 国際規格及び技術文書策定への知見、関与の増強
• ASTMインターナショナル規格へのアクセスを提供することによる
技術的ニーズの充足
• 具体には、両者によるドローンの個体識別番号であるリモートID
などUnmanned Traffic Management（UTM）システムに関する
規格策定への連携強化を企図

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://www

.astm org/n

ewsroom/g

utma-and-

astm-

internationa

l-sign-mou-

drone-

standards
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https://nbaa.org/aircraft-operations/airspace/regional/nbaa-others-oppose-legislation-restricting-general-aviation-operations/
https://www.astm.org/newsroom/gutma-and-astm-international-sign-mou-drone-standards
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米国 ドローン
規制戦争：
米国と欧州
が対峙

12月9日 米国連邦航空局（FAA）と欧州航空安全局（EASA）は、独自の規格策定や
規制制定を企図し、ドローン規制における主導権争いを激化

 米国におけるドローン関連ルール動向：
 米国運輸省（DOT）は、9月にドローンの識別に関する規則制定案告示
（NPRR）の公表を12月に延期することを発表

 DOTは、ドローンの識別に関する規則の草案を持つ一方、ASTMインター
ナショナルにも協力を要請

 ASTMインターナショナルは、11月に無人航空機交通管理の関係者で構成
されるGlobal UTM Association (GUTMA) とドローン識別を含む協力のた
めの覚書を締結

 欧州におけるドローン関連ルール動向：
 ドローンに関する規制枠組案Opinion on U-Space (European for UTM) 
を12月に発表予定であったが、2020年2月に延期

Forbes
https //www.

forbes.com/

sites/andre

wcharlton5/

2019/12/09/

drone-

regulation-

warsus-

and-eu-

face-

off/#56feb6

ba3412

リモートIDに
よるドローン
追跡規格が、
ASTMイン
ターナショナ
ルにより
公表予定

12月11日 ASTM Internationalは、リモートIDによるドローン追跡のための規格を近く
発表予定
 ASTM International 下のUnmanned Aircraft Systems (UAS) Committee (F38) は、
プライバシーを守りながらドローンの特定を可能にする規格を近く発表予定

 規格の概要：
 新規格はドローンのIDや位置、速度、方向を発信、UASサービスプロバイ
ダー（USS）に無線インターネット通信で送信する方法を提示

 一般のスマートフォンでも情報を確認可能

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)
※1

https //www.

astm.org/ne

wsroom/maj

or-

%E2%80%

9Cremote-

id%E2%80

%9D-drone-

tracking-

standard-

be-

published-

astm-

internationa

l

ラトガーズ
大学での
ASME最新
のEfxイベン
トは、ドロー
ンに着目

12月13日 ASMEは、米国ラトガーズ大学において、ドローンに着目したイベントを開催
 ASMEが開催したラトガーズ大学におけるイベントでは、空中・水中ドローンの技術や
標準化動向などを説明

 その他学生によるドローンに関するコンペも開催

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https //www.

asme.org/to

pics-

resources/s

ociety-

news/asme-

news/latest-

efx-event-

at-rutgers-

university-

focuses-on-

uavs
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https://www.forbes.com/sites/andrewcharlton5/2019/12/09/drone-regulation-warsus-and-eu-face-off/#56feb6ba3412
https://www.astm.org/newsroom/major-%E2%80%9Cremote-id%E2%80%9D-drone-tracking-standard-be-published-astm-international
https://www.asme.org/topics-resources/society-news/asme-news/latest-efx-event-at-rutgers-university-focuses-on-uavs
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米国 ドローン能力
の標準化を
通じて拡大

12月17日 米国国家規格協会（ANSI）主導のUnmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative (UASSC) は、ドローンに関する標準化を
更に推進

 背景：
 Eコマースなどの商用利用や消火・救助活動など無人航空機システム
（UAS）の活用拡大を背景に、 UASに関する用語や実務、手順などの標準
化の需要が拡大

 UASSC活動概要：
 産業界や政府、他の標準化機関の参加を得ながら民生、商業、公共安全
目的のドローン市場拡大を支援

 UASSC自体は規格策定を行わないものの、他機関の標準化動向を確認し
標準化が必要な領域の特定や他機関への規格策定の勧告を実施

American 

National 

Standards 

Institute (ANSI)

https //www.

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menui

d=7&articlei

d=d1677f02

-f1ad-4915-

9a45-

c3cb4c6030

0a

2019年の
振り返り：
標準化活動

12月30日 米国規格協会（ANSI）は、2019年に健康や科学技術分野における標準化に
尽力したことを報告

 保健分野での取り組み：
 保健分野では、目の保護や習慣的な運動、栄養価の高い食事に関する規
格策定を行った他、ANSIが事務局を務めるISO/TC 215 Health 

Informaticsでの技術レポートやサプリメントに関する報告書を発行
 科学技術分野での取り組み：

 付加製造（AD）規格策定に関するオンライン情報ポータルをリリース
 交通分野での取り組み：

 ドローンに関する規格策定や傘下のUnmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative (UASSC) が報告書を発行

American 

National 

Standards 

Institute (ANSI)

https //www.

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menui

d=7&articlei

d=069d637

2-5c20-

459c-acd3-

eab381ebf8

49
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https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=d1677f02-f1ad-4915-9a45-c3cb4c60300a
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=069d6372-5c20-459c-acd3-eab381ebf849
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米国 FAAは、
提案された
ドローンの
リモートIDに
関する規則
を発表

12月30日 米国連邦航空局（FAA）は、ドローンのリモートIDに関する規則制定案の告示
（NPRM）を発表し、12月30日から60日間意見を公募

 発表された規制概要：
 0.55ポンド以上のドローンを対象に、リモートIDと位置情報を地上の第三者
や他の空域使用者に発信することを要求

 飛行範囲などに応じて、3種類の規制を用意
1. Standard” Remote ID

 特定の周波数を使用しFAAのモニタリングサービスに直接情報を発
信

2. Limited” Remote ID

 インターネットを使用しFAAのモニタリングサービスに情報を発信
 操作者から400フィート以内の飛行に限定

3. FRIA

 FAA-Recognized Identification Area (FRIA) での操作者の視界内
の飛行に限り、規制を免除

 施行後3年以内に全てのドローンが規制に従う必要有

Thompson 

Cobourn LLC

https //www.

thompsonco

burn com/in

sights/publi

cations/item

/2019-12-

30/faa-

announces-

remote-

identificatio

n-proposed-

rule-for-

drones
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https://www.thompsoncoburn.com/insights/publications/item/2019-12-30/faa-announces-remote-identification-proposed-rule-for-drones
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1. ファイナンス
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3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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欧州におけるグリーンディール政策に係る動向：
欧州グリーンディール政策の発表

EUは、「欧州グリーンディール政策」を新欧州委員会（EC）の目玉政策の1つと位置
付けており、特に環境分野の政策策定・推進に注力

政策概要

発表日  2019年12月11日

資源循環テーマ別情報詳細

策定機関  欧州委員会

 ECOS（次頁参照）及び複数の環境NGOは、欧州グリーンディールの一環として、非毒性環境戦略実施への大統領
の関与を歓迎する書簡を提出、循環経済を含む3つの取り組みの優先順位付けの必要性に言及（10月8日）

① EUを非毒性の循環経済と持続可能なイノベーションのグローバルチャンピオンにする
② EUを有毒汚染に脆弱な人々の保護者として位置づける
③ 化学物質汚染の早期警告に基づいて行動し、汚染者に支払いを義務づける

関連動向

R
e
g

u
la

tio
n

s
 

(

域
内
規
制
動
向)

目的
 2030年までの温室効果ガス削減目標の大幅引き上げ、2050年までの排出「実質ゼロ」への移行
 経済成長・欧州の変革の両立の達成

気候変動対策で無駄な時間はもうない。
大規模な投資が必要
フォンデアライエン新欧州委員長（11月27日）

 環境及び金融の観点から2019年～2024年の欧州委員会の6つの優先課題を提示
 8つの環境政策分野とそれを支える2つの金融分野から構成され、合計約50の政策を提示

主
な
政
策
（抜
粋
）

環境
分野

金融
分野

 「欧州気候法」の制定 （2020年3月 提出予定）

 EUの全政策に対し2050年までの気候中立性と整合性担保の義務付け

 「気候協定」の制定 （2020年3月 制定予定）

 新たな行動計画の策定、草の根活動の開始、模範となる解決方法の紹介 等

 「持続可能な食料に関する「農場から食卓まで」戦略」の提示 （2021年~2021年 提示予定）

 「2030年の生物多様性戦略」の提示 （2020年3月 提示予定）

 「持続可能な欧州に向けた投資計画」の提示 （2020年1月 提示予定）

 EUの長期予算の少なくとも25％を気候行動に充てるべく、欧州投資銀行による
追加支援を実施

 「公正な移行のための基金」の設立 （2020年3月 設立予定）

 「化石燃料への依存からの脱却で特に課題を抱えている地域」の支援として、
少なくとも350億ユーロ規模の基金設立

出所：EU関連HP、各種報道等の公開情報に基づきDTC作成

ECOS活動内容について次頁詳述
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欧州におけるグリーンディール政策に係る動向：
ECOSによる渉外・標準化活動の展開（1/2）

ECOSは標準化と技術的側面に係る製品政策に特化した唯一の世界的環境組織で
あり、特に環境分野において欧州及び国際標準化活動へ積極関与している

184 出所： ECOS関連HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

資源循環テーマ別情報詳細

 法的及び技術的専門性をもって標準開発、プロセスの修正に貢献する他、欧州における環境利益と国際標準化を支援
 下記5分野を主要活動分野として提示

European Environmental Citizens' Organisation for Standardisation (ECOS)組織名称

ECOS概要

目的
 「惑星限界(プラネタリーバウンダリー)」を尊重するクリーンで循環的な経済への移行を促進するために、
積極的に標準化、法律、政策の開発に影響を与えること

所在地  ブリュッセル（ベルギー）

主な
活動内容

 欧州における約40の環境NGOs がメンバーとして所属
 CEN、CENELEC、ETSI、ISO、IECと協力

関係機関

• 規格への環境要素の取込
• 標準化のプロセス改善や、市民社会組織の標準化活動への参加促進 等

• マイクロプラスチックの排出削減や、環境に配慮したプラスチック製品設計の促進
• プラスチック廃棄物管理のガイドラインの策定、等

• エコデザインに関する政策枠組みの改善
• エネルギー関連製品の修理性、耐久性、リサイクル性評価の規格開発 等

• ナノマテリアル及びナノテクノロジーの明確な定義の開発
• 有害化学物質の段階的廃止に関わる標準化活動の支援 等

• 気候ファイナンスに関わるISO等における標準化活動への参加
• スマートエネルギーグリッドに関連する標準開発、政策との整合性の調整 等

活動内容例 （抜粋）

気候変動とエネルギー
(サステナブルファイナンス/エネルギーシステム/産業排出/輸送/冷媒)

循環経済
(バイオ経済/環境マネジメント/有害化学物質/WEEE指令/バッテリー)

エコデザイン＆エコラベリング
(エコデザイン及びエネルギーラベル関連法/原料効率基準)

プラスチック

標準化と政策

活動分野

次
頁
詳
述

4

1

2

3

5
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欧州におけるグリーンディール政策に係る動向：
ECOSによる渉外・標準化活動の展開（2/2）

ECOSは資源循環に関連する政策への意見表明やレポートの発行、規格改訂に
対する提言等、標準化活動を積極的に展開

185

資源循環テーマ別情報詳細

 欧州グリーンディール政策における循環型経済実現のための対応策についてコメント発出
 循環型経済アクションプランにおいて廃棄物に加えよりシステマティックな変容を目指す必要性等に言及(12/10)

 また、繊維、建設、家具、電気製品産業といった環境負荷の高い業界における対策の必要性を表明(12/11)

R

S

: Regulatory

: Standard

R

出所： ECOS関連HP等の公開情報に基づきDTC作成

循環経済

(バイオ経済/

環境マネジメント/

有害化学物質/

WEEE指令及び
バッテリー)

1

 WEEE（電気電子廃棄物）指令に関するレポートの発行
 レポート内でWEEE関連の3つのEN規格の改訂を提言(11/19)

R

 EU廃棄物政策変革のための10の優先事項の発表
 複数の環境NGOと共同で「2030年までの必須生ごみ防止目標50％の設定」等10項目の優先すべき事項を発表

(11/18)

R

エコデザイン＆
エコラベリング

(エコデザイン及び
エネルギーラベル

関連法/

原料効率基準)

2

プラスチック

3

 家電製品のエコデザインに関し政策措置の要請
 欧州委員会による家電製品のエコデザインへの新規則を適用に対し、製品の長寿命化による生産と消費のパター
ンの変化を強調、更なる修理促進のための政策措置を要請(10/7)

 包装のリサイクルに関する必須要件の改訂プロセスへの関与
 Rethink Plasticアライアンスの加盟NGO等と共に、包装のリサイクルに関する必須要件の改訂プロセスに関与

(10/25)

R

 エコデザイン及びエネルギーラベリングに関する意見書の提出
 European Environmental Bureau(EEB)及びNGO団体Cool productsと共同で、欧州委員会に対しエコデザイン
及びエネルギーラベリングに関する意見書を提出(11/6)

R

 プラスチックの設計に関する規格策定の必要性の表明
 Single-Use Plastic指令により使い捨て飲料容器のふたやキャップが落下しない設計が要求されることを踏まえ、
十分な強度や安全性を定めた規格策定の必要性を主張(12/2)

S

S

 プラスチックリサイクル分野に関する標準化の推進
 プラスチックリサイクル分野の専門家を募集。専門家はCENやISO等の会議への参加等の役割を担う予定(11/21)

S

R

 生分解性プラスチックに関するファクトシートの発行
 欧州委員会による堆肥化可能な生分解性プラスチックに関するフレームワークの発行の検討を受け、生分解性プ
ラスチックに関するファクトシートを発行(10/26)

R

活動分野 ECOSの主要渉外活動 (直近3か月の事例より抜粋：括弧内は2019年における実施日)

✖
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欧州における資源循環分野における政策・標準化動向：
プラスチック使用に関する規制策定（1/2）

プラスチックの環境への影響削減に関する欧州指令（通称Single-Use Plastics 

Directive）が発効され、国内法化に向けた移行期間に突入（2019年7月～）

186

 「製品要件（第6条）」として、製品の使用中にキャップと蓋が容器に取り付けられたままである場合にのみ、付属品に規定されたプ
ラスチック製のキャップと蓋を有する使い捨てプラスチック製品の市場流通を保証。
ECは、2019年10月3日までに当製品（炭酸飲料用を含む）の要件に関連する水平規格の開発を要求

 「マーキング要件（第7条）」として、附属書にリストされる各使い捨てプラスチック製品に対し、包装又は製品自体に明確で、判読可
能且つ消えないマークを付し、適切な廃棄物管理オプション、製品中のプラスチックの存在が分かるようにすることを規定。
ECは2020年7月3日までに、当マーキングに係る仕様確立のための施行方法を採択

 「拡張された生産者の責任（第8条）」として、ECは、欧州標準化機関に、漁具の円形設計に関する水平規格の開発を要求し、
当製品廃棄の際のリサイクル可能性を促進することを規定

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：環境総局（Environment (ENV)）

 特定のプラスチック製品による環境、特に水生環境及び人間の健康に及ぼす影響を防止・軽減する
 革新的で持続可能なビジネスモデル、製品、材料を用いた循環経済への移行を促進する （第1条）

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）

間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the 

impact of certain plastic products on the environment
※公布：2019年6月 施行：2019年7月 移行期間：2年（2021年7月3日までに国内法令化）

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

欧州委員会は、今後マンデートにより欧州標準化機関へ整合規格の開発を要求する予定。
（飲料容器の強度、信頼性、安全性確保のための基準等）特定の製品要件の検討がなされる見込みであり、今後の動向を注視する必要有

ス
コ
ー
プ

 付属書に記載される使い捨てプラスチック製品、オキソ分解性プラスチックで作られた製品及びプラスチックを含む漁具
例：「消費削減対象」として、カバー・蓋を含む飲料用カップ、食品容器等、「市場への流通制限対象」として、綿棒、カラトリー（フォーク、ナイフ、スプー
ン、箸）、プレート、ストロー、バルーン取付用スティック、発砲ポリスチレン製の食品容器、飲料容器、飲料用カップ等を対象とすることを規定（付属書）

資源循環テーマ別情報詳細
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欧州における資源循環分野における政策・標準化動向：
プラスチック使用に関する規制策定（2/2）

欧州委員会の戦略を受けECHAが発表した制限対象のプラスチック成分に対し、
ECOSを始めとした関連機関から反対の声が集中している

背景

欧州委員会（EC)は、プラスチックの生産、使用、廃棄に関し、European Strategy on 

Plastics in a Circular Economyを発行（2018年1月）
 EUにおけるプラスチック生産、使用、廃棄量の削減に向けたビジョン及び実現のための方針を規定
 方針に基づいた詳細なアクションプラン、タイムラインについても提示

出所：EU Commission、ECHA、ECOS HP等公開情報に基づきDTC作成

（参考）
関連機関
による

ECHAへ
の反応

ECOS（Environmental Citizens Organisation For Standardisation）は生分解性マイクロプラスチックの
除外に対し反対の見解を提示（2019年9月2日）

 ECOSは下記理由により生分解性マイクロプラスチックの除外に反対、制限の適用を要求
 提案された生分解基準は、環境への悪影響がないことを十分に保証していない
 当該戦略では、プラスチック廃棄物及びポイ捨て抑制のために、マイクロプラスチックの制限を定めており、

生分解性プラスチックを代用することは廃棄物・廃棄削減に寄与しない
 生分解性プラスチックは、あくまでプラスチックであり、プラスチックの生産減少に寄与しない

規制当局
による
戦略実行
に向けた
取り組み

当戦略を受け、欧州化学機関（ECHA）は制限対象とするプラスチック成分の一覧を発表（2019年8月22日）
但し、対象から生分解性マイクロプラスチックを除外

 ECHAは「Annex XV Restriction Report」にて、自然由来のポリマーは生分解性があり、制限対象
とするマイクロプラスチック成分に含めるべきではない※との見解を提示
※但し生分解性マイクロプラスチックとして除外されるには、生分解性の定義に基づくラベリングの付与が必要

“Polymers per se are an appropriate starting point for substance identification for this restriction. However, polymers that 

occur in nature can, by default, be considered to be inherently (bio)degradable and should not be considered as 

microplastics.” (Annex XV Restriction Reportより抜粋）

資源循環テーマ別情報詳細
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欧州における資源循環分野における政策・標準化動向：
CEN及びCENELECによる標準化活動

CEN及びCENELECは、資源循環分野における標準化活動を積極的に実施すべく、
分野毎に委員会を設立し、規格策定や課題検討を推進

188 出所：EU関連HP、CEN/ CENELEC HP等の公開情報に基づきDTC作成

S
ta

n
d

a
rd

s
(

域
内
標
準
化
動
向)

直近の
活動動向

関連分野
標準化
活動

（主要内容抜粋）

 CEN・CENELECはECOSと共に規格策定関与に係る助言をまとめた「Societal Stakeholders Toolbox」を公開
 市民社会による国内、欧州及び国際レベルでの標準策定プロセスへの関与方法について情報を共有
 標準及び気候変動対策において標準が果たすべき役割に関するEラーニングを提供

資源循環テーマ別情報詳細

環境・
エネルギー
一般

建築物の
サステナ
ビリティ

エコデザイン
・物質効率

 3チームによって構成され、各チームがタスク毎の定義・課題検討を実施
 Environmental Monitoring Strategy Team (ENV):

環境測定及び監視における標準化ニーズに注力

 Products and services: Environmental Issues in Standardization (ENIS):

製品規格 （サービスを含む）の環境的側面の方針策定に注力

 Environmental Management: Environmental Management Team (EMT):

環境/エネルギー管理、社会的責任、管理システムの統合使用における問題の監視・検討に注力

 電気技術製品とシステムのエネルギーと資源の効率を改善すべく、規格を策定
 EN 50581：有害物質の制限に関する電気及び電子製品の評価のための技術文書
 EN 50693：電子・電気製品及びシステムのライフサイクル評価の製品カテゴリルール
等

 建物の持続可能性評価のための方法論と指標を提供すべく、規格を策定
 EN 15643-2：建設工事の持続可能性-建物の評価-パート2 環境パフォーマンスの
評価のためのフレームワーク

 EN 15804 ：建設工事の持続可能性-環境製品宣言-建設製品の製品カテゴリの
中核ルール 等

 欧州エコデザイン指令に基づくマンデート（Mandate 543）に準ずる規格を策定
 EN 45556：エネルギー関連製品の再利用部品の割合を評価する一般的な方法
 EN 45559：エネルギー関連製品の物質効率の側面に関する情報を提供する方法
等

活動内容 (例)

CEN-CENELEC JTC10
(Energy-related products –

Material Efficiency Aspects 

for Ecodesign)

CEN SABE
(Strategic Advisory Body 

for Environment)

CLC / TC 111X 
(Environment)

CEN/TC 350 
(Sustainability of

Construction Works)

主導組織

・
・
・

・
・
・

・
・
・

次
頁
詳
述

電気機器の
エコデザイン

分野

5-a



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

欧州における資源循環分野における政策・標準化動向：
建築物のサステナビリティに係る規制及び標準化

CENは建設事業のサステナビリティに係る標準化活動を推進しており、建築物の整合
規格に関する欧州規則・マンデートに基づく建築製品のカテゴリに係る規格を発行

189

 建設製品の基本的特性は、建設事業の基本要件に関連す
る調和された技術仕様に規定されること（第3条）
 整合規格は、EC発行のマンデート【M/350】に基づき標準化機関
により確立され、ECは、Official Journalに、マンデートに準拠した
整合規格の参照リストを公開することを規定（第17条）

 建設製品が整合規格でカバーされ、関連する技術評価に
準拠している場合、製造業者は当製品を上市する際に性能
宣言（Performance Declaration）を作成し、適合証明のた
めCEマークを貼り付けること（第4条、第8条）

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定

内
容

 CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works
 Technical Secretariat: AFNOR

（当委員会に、現在6つのWGを設置）

 欧州委員会（EC）
域内市場・産業・起業・中小企業総局（GROW）

 建設製品及び建設サービスのタイプIII環境宣言における
コア製品のカテゴリ／分類ルール（PCR）を定義
 製品レベルでの社会及び経済的パフォーマンスの評価は除外
 製品評価のパラメータと、それらを照合及び報告する方法を定義

 基本的な特性を踏まえた建設製品の性能に係る表記方法、
対象製品へのCEマーキング使用に関する調和したルール
を確立し、建設製品市場での利用に際しての条件を規定

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）
間

の
関
係
性

Directive 
により調和規格
の適用を規定

マンデートに
基づくEN規格
の策定
（2019年

改訂版発行）

 建築製品の統合環境パフォーマンス評価のための整合
規格開発に関するマンデート（M/350）に基づき、製品
のライフサイクルのどの段階が環境製品デザインにお
いて考慮されるか等、シナリオ開発のルールを定義す
ると共に、ライフサイクルインベントリ及びライフサイクル
影響評価を計算するためのルール等を規定

関
連
ル
ー
ル

 建設工事の持続可能性-建設製品カテゴリに関する規格
「EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability of 

construction works - Environmental product 

declarations - Core rules for the product category of 

construction products」 （2019年10月30日発行）

 建設製品の販売における整合要件に関する規則
「Regulation (EU) No 305/2011 of the European 

Parliament and of the Council of 9 March 2011 

laying down harmonised conditions for the 

marketing of construction products and repealing 

Council Directive 89/106/EEC」（2011年公布）

出所：CEN HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

上記EN15804の改訂・発行との整合性担保のため、関連する環境評価
規格「EN 15978 ‘Sustainability of construction works - Assessment 

of environmental performance of buildings - Calculation method」
についても現在改訂作業を同TCにて推進中

資源循環テーマ別情報詳細
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欧州における資源循環分野における標準化動向：
エコデザイン・物質効率に係る規制及び標準化（1/3）

EUでは、マンデートに基づきCEN-CENELECにてエネルギー関連製品の物質効率に
関する規格の検討を進めており、今後エコデザイン指令の実施措置にて参照される予定

Regulations
（規制）

Standards
（標準）

次頁詳述

 ECがCEN、CENELEC等に対し命令書（Mandate 543）を
発出（2015年12月）

 Mandate543により、物質効率側面に関しての検討を要請
 製品寿命の拡大
 製品廃棄時のリユースコンポーネント又はリサイクル材の能力
 製品へのリユースコンポーネント及び／又はリサイクル材の
使用 等

策
定

機
関

規
定
／
検
討
事
項

 CEN-CENELEC Joint Technical Committee 10
(Energy-related products - Material Efficiency Aspects for 

Ecodesign)

 Secretariat: オランダ

 欧州委員会（EC）

 Work programme (CEN-CLC/JTC 10)を設置し、10件の
Work Itemを検討（以下、抜粋）
【CENELEC】
General methods for the assessment of the ability to repair, 

reuse and upgrade energy related products (EN) 
General method for the assessment of the ability to re-

manufacture energy related products (EN)
【CEN】
General methods for assessing the recyclability and 

recoverability of energy related products (EN) 
General method for assessing the proportion of recycled 

material content in energy related products (EN) 
General method for the assessment of the durability of energy-

related products (EN)

 エネルギー関連製品の実施措置を設定する枠組み指令
（Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting 

of ecodesign requirements for energy-related products）（通称
エコデザイン／ErP指令）において、エネルギー関連製品
（ErP）に対し環境配慮設計（エコデザイン）を義務付け、
製品グループごとの最低要件を規定

 ErP指令に基づき、関連製品（ErP）に係る制定基準を規定
する実施措置（Implementing Measures）を検討・施行
【実施措置】
エネルギー関連製品(ErP)に関する最低基準を規定
製品別に実施措置を設定
※但し、現地点ではエネルギー効率のみの要件に留まる

規
制
・標
準
間

の
関
係
性

Mandate 
による規格
策定命令

EN

規格の引用

 上記に基づき策定された規格（EN規格、TS規格）に
つき、エコデザイン指令 実施規則ヘ引用（予定）

次頁詳述

×

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成
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欧州における資源循環分野における標準化動向：
エコデザイン・物質効率に係る規制及び標準化（2/3）

CEN-CENELEC JTC10では、2019年に製品の修理・再製造、エコデザイン要件に
係る循環型経済に資する4件の規格を策定

ｴｺﾃﾞｻﾞｲﾝ
に関する
直近の

標準化動向

2019年には、循環型経済に資する4規格の策定が進められた他、類似関連規格についても策定が進展

発
行
済
の
規
格
概
要
（抜
粋
）

CEN-CENELEC Joint Technical Committee 10

(Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign)にて検討
 体制：オランダが事務局を担当し、7つのWorking Groupを設置

主
導
機
関

WG Title

WG1 Terminology

WG2 Durability

WG3 Ability to repair： reuse and upgrade energy-related products

WG4 Ability to remanufacture and method for determining the proportion of reused components in products

WG5 Ability to recycle and recover energy-related products, recycled material content of energy-related products

WG6 Documentation and/or marking regarding information relating to material efficiency of the product

WG7 Chairman’s Advisory Group

Reference Title Scope

EN 45555 General methods for assessing the 

recyclability and recoverability of energy-

related products

• エネルギー関連製品のリサイクル可能性の評価、エネルギー関連製品の

回収可能性の評価、エネルギー関連製品から特定部分を取り外し、リサイク
ルを促進する能力の評価、等に関する一般的な方法論を規定

• 製品固有のリサイクル率と回収率を計算するために考慮される一連のパラ
メーターを定義

EN 45556 General method for assessing the proportion 

of reused components in energy-related 

products

• 全てのエネルギー関連製品に対し、一般レベルでのエネルギー関連製品の
再利用コンポーネントの割合について評価手法を規定

EN 45558 General method to declare the use of critical 

raw materials in energy-related products

• エネルギー関連製品に含まれる重要な材料に関する適切な情報の記述
要件について規定

EN 45559 Methods for providing information relating to 

material efficiency aspects of energy-related 

products

• エネルギー関連製品の材料効率に関する情報に関する文書及び/又はマー
キングに際しての要件を規定

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

注：上記規格の他、EN45554が既に承認されており、2020年初頭に発行見込み。また、FprEN 45554, FprEN 45553、FprEN 45557が最終承認段階に
進んでおり、早期の承認・発行が見込まれている
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 ANEC※1は本規則について概ね賛成を表明した一方、スペアパーツの耐久性や修理要件について改善の余地があると指摘

 BEUC※2は消費者が家電製品を修理可能となるよう、さらに踏み込んだ措置の追加を要求

欧州における資源循環分野における標準化動向：
エコデザイン・物質効率に係る規制及び標準化（3/3）

（参考）EUでは、家庭用電気機器や電気設備等のエネルギー効率の改善のため、
新規エコデザイン措置案（10規則の改訂/発効）も採択

192

 「エコデザイン（ErP）指令（2009/125/EC）」に基づくEU規則として導入

 商業用冷蔵庫と溶接機器については新規規則を導入し、その他8つの製品グループについては既存のエコデザイン措置を改正

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）

 EUが推進するエネルギー同盟の優先課題の1つである「エネルギー効率優先の原則」に基づき、家電製品の修理を容易化し
製品寿命（製品ライフサイクル）の長期化への措置を義務化

 EUの二酸化炭素排出量削減と消費者の電力価格低下を実現

位
置
づ
け

ル
ー
ル
名

 ― （関連10規則（Regulation）を個別に改訂又は新規導入）
※公布：2019年10月1日 施行：EUの官報掲載（交付より数週間後を予定）の20日後

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

ス
コ
ー
プ

 10の製品グループ
(家庭用冷蔵庫、業務用冷蔵庫、照明器具、テレビ、食洗機、洗濯機、電気モーター、外部電源装置、溶接器具、変圧器具)

例：デザインの改善と、ハロゲン化難燃剤の除去(ディスプレイの場合)により、リサイクルを容易化
スペア部品の15営業日以内の供給、スペア部品在庫の最低保証期間7～10年の明示をメーカーに義務付け

C(2019) 2120 – ecodesign for household refrigerators and annexes C(2019) 2125 – ecodesign for motors and annexes

C(2019) 2121 – ecodesign for light sources and annexes C(2019) 2126 – ecodesign for external power supplies and annexes

C(2019) 2122 – ecodesign for electronic displays and annexes C(2019) 2127– ecodesign for refrigerators with a direct sales function and annexes

C(2019) 2123 – ecodesign for dishwashers and annexes C(2019) 5380 – ecodesign for power transformers and annexes

C(2019) 2124 – ecodesign for washing machines and washer-driers and annexes C(2019) 6843 – ecodesign for welding equipment and annexes

新規導入又は改正規則（10件） （※灰色は新規導入された規制）

※1 ANEC:European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardization

※2 BEUC:The European Consumer Organisation

規
制
動
向

関
係
者

見
解
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ASEANにおける資源循環分野に係る政策動向：
海洋プラスチックごみ削減に向けた「バンコク宣言」の採択

ASEAN（東南アジア諸国連合）首脳会議では、海洋に流出するプラスチックごみ対策
のための指針「バンコク宣言」を採択

資源循環

「バンコク宣言」（イメージ）

「バンコク宣言」
要旨

2025年までに海洋ごみや過栄養を含む離陸上の人間社会に起因する海洋汚染
を防止し、著しく削減するという「国連持続可能な開発目標（SDGs）」を再確認し、
ASEAN及び各加盟国レベルでのアクションを強化

 「ASEAN共同体ビジョン2025」、特に「生物多様性と天然資源の保全と持続可能な
管理に関するASEAN社会文化共同体（ASCC）青写真2025（ASEAN Socio-Cultural 

Community (ASCC) Blueprint 2025 on Conservation and Sustainable Management of Biodiversity and Natural 

Resources）」を強調、沿岸地域の保護、修復及び持続可能な利用のための協力を促進

 SDGs中の目標14「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な
形で利用」、特にターゲット14.1「2025年までに、陸上活動による海洋堆積物や富栄養
化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少」の実現を志向

 各加盟国での法規制強化、業界横断的な連携促進、技術イノベーション強化、官民
パートナーシップ等による民間企業エンゲージメント促進、投資促進、世論の喚起・
アドボカシー加速を実施

海洋汚染は公衆衛生や食糧供給だけでなく、産業や観光にも影響を与える。プラスチック廃棄
物だけでなく、未処理の液体や半固体の廃棄物を含むより大きな廃棄物管理の問題にも対応
していく必要がある

バンコク宣言とASEANの海洋ゴミに対する行動の枠組みは、共通課題に取り組むため
の地域行動の好例
一方、プラスチックは単純なごみ問題としてではなく、汚染問題として捉えられ、ライフサ
イクル全体で対処する必要があるため、根本的にプラスチック汚染問題に取り組むには
至っていない。また、当枠組みは廃棄物輸入の問題には対処していない

シンガポール
Lee Hsien Loong首相

テーマ別情報詳細
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ASEANにおける資源循環分野に係る政策動向：
各国の政策概要①（2019年4月～6月記事抜粋）

中国における廃棄物規制強化によるASEANへの廃棄物流入増加に伴い、
ASEAN各国において、廃棄物取扱いや廃棄物輸入に関する規制検討が進行

シンガポール

包装廃棄物に
関する規制

ベトナム

使用済機械・技術
等の輸入規制

タイ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘｻｲｸﾙ
目標の設定

シンガポール政府は、包装廃棄物への意識を高め、企業のエコビジネス促進を図るため、
2020年より企業に対し義務的な報告要件を導入
 対象者をシンガポール市場において包装を投入する年間売上高1,000万ドル以上の製造業者、ブランド
オーナー、輸入業者、スーパーマーケット、と規定

 新たな要件として年次報告書の提出を規定（2021年～）

 報告書には、シンガポールの市場に投入した包装の種類・量、包装のための3R （Reduce, Reuse, 

Recycle)の計画を詳述

ベトナム政府は、使用済みの機械、設備、技術の輸入を規制する首相決定
（18/2019 / QD-TTg）を発行（2019年6月1発効）
 ベトナム国内における生活向上に直接貢献する機会・設備・技術ラインの輸入のみ許可

 使用済み機械設備用、技術ライン用の2グループに分類し、輸入基準・プロセスを規定

 （例）使用済み機械設備の輸入基準：

• 安全性・省エネルギー性、環境保護に関し、TCVNの技術基準或いはG7諸国・韓国のいずれか
の国家規格に準拠（※中古機械及び設備の輸入基準：設備の年数は10年以内）

タイ政府は、2030年までに国内のすべてのプラスチックをリサイクルする目標を設定すると
発表。具体的な規制や基準の検討は未だないが、今後プラスチック関連の規制へ重大な
変更を与える可能性あり

 当目標の推進・達成に向け、リサイクル材料の品質を向上させるため、ペットボトルのリサイクルプロセス
の標準化、食品及び飲料の包装に使用する品質のr-PETの基準設定、高レベルのプラスチック生成のた
め方法改善等に取り組む必要あり

資源循環テーマ別情報詳細
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ASEANにおける資源循環分野に係る政策動向：
各国の政策概要②（2019年7月～9月記事抜粋）

中国における廃棄物規制強化によるASEANへの廃棄物流入増加に伴い、
ASEAN各国において、廃棄物取扱いや廃棄物輸入に関する規制検討が進行中

シンガポール

廃棄物削減に
関する規制

ベトナム

輸入スクラップ
の品質管理規制

インドネシア

廃棄物輸入増加へ
の対処呼びかけ

シンガポール政府は、廃棄物ゼロマスタープランを開始
 ゴミ焼却処分場の負担を軽減し、包装、電子機器、食品廃棄物関連のサーキュラーエコノミーに関する経済
機会創出のため、廃棄物削減及びリサイクルに関する具体目標を制定し、企業への規制（以下、例）を強化

 2021年までに、e-waste生産企業を拡張生産者責任（EPR）規制の対象とし、収集、リサイクルを義務化

 2025年までに包装に関するEPR法を制定

事業者のリユーズ・リサイクル確立を義務付けるResources Sustainability Billを可決
 大規模事業者による外部不経済の是正及び製品の環境性能向上等に係るイノベーションの促進を企図

ベトナム首相は輸入スクラップの品質管理方法の変更を定めた「環境保護法の実施に関する
ガイダンスを詳述した多数の法令の修正および補足に関する法令（40/2019 /ND-CP）」に署名

 法令への署名により、天然資源環境省は輸入スクラップの品質評価機関の任命が可能に

 同省は、輸入スクラップに関する全ての検査、品質分析結果に責任を持つ

インドネシア大統領は、内閣に対し廃棄物輸入の増加問題に対応するよう指示

 産業のニーズに合わせた国内廃棄物の利用可能性の最大化、廃棄物の輸入管理を改善するための
迅速な規制の策定、輸入に関する厳しい監視と法の執行を呼びかけ

資源循環テーマ別情報詳細
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G20及び関連会議において大阪ブルー・オーシャン・ビジョン共有の他、関連イニシアティブを発表（2019年6月）
※以下、主な成果及び合意内容

196

国際社会における資源循環分野に係る標準化動向：
G20サミットにおけるイニシアティブ発表

大阪市で開催されたG20サミットでは、海洋プラスチック問題が主要テーマの1つとして
取り上げられ、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」等を共有

出所：日本政府HP等各種公開情報に基づきDTC作成

資源循環

国内関連
施策動向

G20及び
関連会議
における
廃プラ
削減
に係る
決定事項

今後は、法的拘束力のある国際協定の早期発足や、意欲的なプラスチック使用量削減目標の設定、
関連国際規格の推進等により上記の実現を図っていくことが期待される

G20サミットにて議長国として海洋プラスチックごみ問題を議題に取り上げることを見据え、関連施策等を整備（2019年5月）

G20 大阪
首脳宣言

（6月28日・29日）

マリーン
（MARINE）・
イニシアティブ

G20海洋
プラスチックごみ
対策実施枠組
（6月15日・16日）

海洋生分解性
プラスチック
開発・導入普及
ロードマップ

海洋プラス
チックごみ対策
アクションプラン

 共通の世界のビジョンとして、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有、新たな海洋プラスチック汚染を2050年ま
でにゼロにする事を宣言
 プラスチックの重要性を認識しつつも、管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすなど、包括的なアプローチによっ
て海洋プラスチックごみによる汚染の削減を目指すことに合意

 上記ビジョン実現のため、①廃棄物管理（Management of Wastes）、②海洋ごみの回収（Recovery）、③イノベー
ション（Innovation）、④能力強化（Empowerment）に焦点を当てたMARINEイニシアティブを立ち上げ
 1）二国間ODAや国際経由の支援等の国際協力、2）日本企業・NGO・地方自治体による活動の国際展開、3）ベストプ
ラクティスの発信・共有、の施策を通じた途上国における能力強化を支援

 各国が海洋プラスチックごみの削減に向けた行動計画の進捗状況を定期的に報告・共有することに合意
 持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合（G20エネルギー・環境相会合＠長野）
にて採択

 具体的な数値目標設定はないものの、状況を相互に確認する枠組み創出により、実効性の向上に期待

 具体的取組として、官民一体の連携、海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及促進のための主要課題及び
対策を取り纏め
 1）実用化技術の社会実装（ISO策定による生分解性の信頼性向上、需要開拓等）、2）複合素材の技術開発による多
用途化、3）革新的素材の研究開発、のトピックにより構成

 内閣官房の下に設置された「海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議」（2019年2月）により、
G20サミットに向け、日本国政府としての具体的な取組を取り纏め
 海洋プラスチックごみモニタリング手法の国際調和・標準化推進、上記ロードマップに基づく国際規格整備に言及

テーマ別情報詳細
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国際社会における資源循環分野に係る標準化動向：
日本における海洋生分解性プラスチックの国際標準化

（参考）日本が海洋生分解性プラスチックに関するISO規格化に向けた提案を目指して
いる中、既にドイツやイタリアが海洋プラスチックに関するISO規格の検討を進めている

出所：日本政府HP、ISO HP, 報道記事等各種公開情報に基づきDTC作成

海洋生分解性プラスチックに関する信頼性向上、需要
開拓を目的とし、ISO提案を目指した委員会を設置

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

G20 大阪サミットにおいて「大阪ブルー・オーシャン・
ビジョン」を共有（2019年＠日本）
 2050年迄に海洋廃プラよる追加的汚染ゼロを目指す

 官民一体施策として、「海洋生分解性プラスチック
開発・導入普及ロードマップ」も策定

主
導
機
関

検
討
事
項

（抜
粋
）

2020年代初頭のISO等への国際標準の提案を目指し
①活動計画の作成
②既存・新規提案される関連規格の最新状況の把握
③新たな簡便で信頼性の高い評価法を比較・検討
④国内の試験機関等の状況の調査
を主要検討事項として提示

既に欧州により先行している海洋プラスチック関連規格の動向を把握しつつ、
日本企業の技術水準を考慮し、差別化が図れるような規格の検討・開発が必要となる可能性

（参考）国際標準化活動・政策との関係性

G7シャルルボワ・サミットにて、英・仏・独・伊・加・EU

は、「海洋プラスチック憲章」に署名（2018年＠カナダ）
 同サミットにて「健康な海洋、海、レジリエントな沿岸地域
社会のためのシャルルボワ・ブループリント」を採択

 日・米は、当憲章に署名せず

プラスチックの生分解性の試験方法等に関するISO

規格をドイツやイタリアの提案により策定中

国際
政策動向

国際規格
策定動向

海洋生分解性プラスチックの標準化に係る検討
委員会（2019年7月設置）
科学的根拠に基づく共通の技術評価手法の検討・協議を
目的とし、産学官により構成（以下、主要委員抜粋）
 【企業】 株式会社カネカ、島津製作所、三菱ケミカル
ホールディングス株式会社

 【業界団体】 日本プラスチック工業連盟、日本バイオ
プラスチック協会

 【研究機関】 産業技術総合研究所、新エネルギー・
産業技術総合開発機構、製品評価技術基盤機構、
理化学研究所

 【政府】 経産省、文科省、農水省、水産庁、環境省

同憲章に基づき、EUでは規制強化が示唆されており、規制
には上記策定中ISO規格の紐づけ等がなされる可能性高

主
導
機
関

ISO/TC 61/SC14 Environmental Aspects
 幹事国：ドイツ（DIN）

策
定
規
格
（抜
粋
）

ドイツ・イタリア等より提案された規格を検討中
（2020年頃の発行を予定。以下抜粋）
 ISO/DIS 22766 

Plastics - Determination of the degree of disintegration 
of plastic materials in marine habitats under real field 
conditions （ドイツ提案）

 ISO/DIS 22403 
Plastics -Assessment of the inherent aerobic 
biodegradability and environmental safety of non-floating 
materials exposed to marine inocula under laboratory 
and mesophilic conditions -- Test methods and 
requirements（イタリア提案）
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国際社会における資源循環分野に係る標準化動向：
IEC/TC111電気・電子機器、システムの環境規格における標準化活動

IEC/TC 111（電気・電子機器、システムの環境規格）では、製品の環境への悪影響抑制の
ためのガイダンスとして、ISO委員会とも連携し改訂版IEC 62430を発行

198

スコープ

体制

策定規格
（抜粋）

 Pメンバー25か国、Oメンバー10か国より構成 （議長：フランス、副議長：日本、幹事国・イタリア）
 当TC下にWGの他、特定規格の検討に際してのJoint Working Group、Adhoc Group等を設置（※緑は特に資源循環に関連性が高い組織）

 IEC 62430:2019 Environmentally conscious design (environmentally conscious design：ECD) - Principles, requirements and guidance

（2019年10月22日に改訂版として発行）
 2009年の発行版から改訂され、スコープを電気技術製品及びシステムからサービスを含む全ての製品に拡張
 製品の環境への悪影響を最小限に抑制し、設計・開発に環境側面を統合することを目的とする組織に、原則を説明し要件を提示
 ECD（環境に配慮した設計）を設計・開発に統合するプロセスに適用される規格として策定。規模・種類・セクターに関係なく、全組織に適用可能

 （参考）その他関連規格として、製品のエコロジー設計の材料効率、電気機器と電子機器のリサイクル率の計算に関する技術レポートを発行済
 IEC TR 62824：Guidance on material efficiency considerations in environmentally conscious design of electrical and electronic products

 IEC TR 62635：Guidelines for end-of-life information provided by manufacturers and recyclers and for recyclability rate calculation of 

electrical and electronic equipment

 IECの製品関連委員会との協力の下、製品の環境的側面を考慮し、環境分野で必要なガイドライン、技術レポートを含む基本規格／水平規格
を策定し、IEC規格の一貫性を担保
 また、規格策定・環境要件の精緻化に際しては、ACEA及びISO/TC207ともリエゾンとして連携

組織名称
IEC/TC111 電気・電子機器、システムの環境規格
Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

種別 タイトル

WG WG3 Test methods of certain substances

Project Teams PT 111-1 Guidance on material circularity considerations in environmentally conscious design

PT 63212 Study on the feasibility of harmonizing environmental performance criteria for electrical and electronic products

Maintenance Team MT 62474 MT 62474

MT 63000 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of 

hazardous substances

Joint Working Group JWG 14 Test methods of certain substances in polymers linked to ISO/TC 61/SC 5

JWG ECD - 62430 Environmental Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance linked to ISO/TC 207

Advisory Groups AG1 Terminology

AG2 Strategic Business Plan

AG3 Chairmans Advisory Group

Ad-Hoc Groups ahG 13 AHG for studying possible circular economy standardization within TC111

ahG 15 Product category rules

Validation Teams VT 62474 Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry DB

出所：IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成
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国際社会における資源循環分野に係る標準化動向：
IEC技術諮問委員会（ACEA）における標準化活動

（参考）IEC Advisory Committee on Environmental Aspects (ACEA)は、IEC

上層委員会の技術諮問委員会として、環境的側面に係る規格の調整等を図っている

199 出所：IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成

体制

（参考）
標準化
活動／
動向

 関連するIEC技術委員会からの専門家10名、関係国代表者4名より構成 （事務局はIEC中央事務局が担当）

 電気・電子製品における資源循環・環境的側面の考慮を促すドキュメントとして、IECガイド109

（「IEC GUIDE 109:2012 Edition 3.0 (2012-06-14)Environmental aspects –

Inclusion in electrotechnical product standards」）を発行（2012年）

 直近では、第83回IEC総会（10月19日＠上海）開催と合わせ、ACEAとしてワークショップ
（「Circular Economy and Material Efficiency Initiatives: Potential Consequences for IEC 

Publications」）を開催（2019年）

 標準管理評議会（SMB）直下の技術諮問委員会として、電気技術製品及びシステムによる有害な影響に関し、自然環境の保護のあらゆる側面
を検討
 活動には、環境に配慮した設計（エコデザイン）、環境宣言、物質管理・使用終了処理・環境ラベリングなど関連法令に係る問題も含む
 但し、ACEC（電磁両立性に関する諮問委員会）が対象とするEMCの側面と、ACEE（エネルギー効率に関する諮問委員会）が対象とするエネル
ギー効率の側面は除外

 環境問題に関するIEC標準化作業を調整し、一貫性の確保、出版物の重複・矛盾を回避する共に、SMBに対して環境問題に係る標準化活動に
ついて助言し、ガイドを作成
 製品規格起草の際における環境面の考慮について触れた「IECガイド109：環境面-電気技術製品標準」（下記参照）を作成

ACEA 環境側面に関する諮問委員会
Advisory Committee on Environmental Aspects

所属 （参考）委員氏名

代表 Chair Mrs Solange Blaszkowski

Secretary Mrs Joanna Goodwin

技術専門
委員会
専門家

TC 111 電気・電子機器、システムの環境規格 Mrs Joanna Goodwin

Mr Andrea Legnani

TC 100 オーディオ・ビデオ・マルチメディアシステム及び機器 Ms Donna Sadowy

TC 91 電子実装技術 Mr Stephen L Tisdale

TC 59 家庭用及びこれに類する電気機器の性能 Mr Jens Giegerich

TC 47 半導体デバイス Mr Stephen L Tisdale

TC 23 電気用品 Mr Philippe Vollet

TC 22 パワーエレクトロニクス Mr Johannes Auer

TC 20 電力ケーブル Mr Gavin Holden

TC 10 電気機器に用いる流体 Mr Massimo Pompili

組織名称

スコープ

所属 （参考）委員氏名

NC任命 ドイツ Mr Andreas F. W. 

Schneider

フランス Mr Christophe GARNIER

日本 Mr Yoshiaki Ichikawa

韓国 Mr Hwa-Cho Yi

&
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

資源
循環

シンガ
ポール

報告の
準備完了：

シンガポー
ルの企業は
どのように新
たな包装に
係るマンデー
トの準備を
しているか

4月15日 シンガポール政府は、包装廃棄物への意識を高め、企業のエコビジネス促進
を図るため、2020年に義務的な報告要件を導入することを決定。
これに対する企業の取り組みを紹介

 新たな報告要件の内容：
• 包装廃棄物を管理するためのEPR (Extended Producer Responsibility)

の枠組みに基づく
2021年より年次報告書を提出。報告書には、シンガポールの市場に投
入した包装の種類・量、包装のための3R （Reduce, Reuse, Recycle)の
計画を詳述

 当報告の対象者：
• シンガポール市場において包装を投入する年間売上高1,000万ドル以上
の製造業者、ブランドオーナー、輸入業者、スーパーマーケット

Eco-Business
https://www.ec

o-

business.com/

news/ready-to-

report-how-

singapore-

firms-are-

preparing-for-

new-

packaging-

mandate/

ベトナ
ム

中古機械、
設備、技術ラ
インの輸入
において何
に注意を払う
べきか

4月25日 ベトナム政府は、使用済みの機械、設備、技術の輸入を規制する決定
（18/2019 / QD-TTg）を発行（2019年6月15日発効予定）

 輸出国が品質の低下や環境汚染のために排除する使用済み機器・設備・技術
チェーンの輸入については許可せず、ベトナム企業の生活向上に直接貢献する機
会・設備・技術ラインの輸入のみ許可することを決定

 使用済みラインの輸入基準：
• 安全性・省エネルギー性、環境保護に関するQCVNに適合した規格に沿っ
て製造されているもの
（対応するQCVNがない場合は、TCVNの技術基準或いはG7諸国・韓国
のいずれかの国家規格に従う）
※中古機械及び設備の輸入基準：設備の年数は10年以内
※使用済みラインの輸入基準：容量は設計容量の85％以上

VINACONTRO

L Group 

Corporation

http://www.vin

acontrol.com.v

n/news/nhap-

khau-may-

moc-thiet-bi-

day-chuyen-

cong-nghe-da-

qua-su-dung
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（1/9）
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

資源
循環

ベトナ
ム

2019年6月
15日以降、
新規則が
中古機械、
設備、技術ラ
インの
輸入を制限

5月15日 ベトナムは、中古機械・設備・技術ラインの輸入に関する決定Decision No. 

18/2019/QD-TTg(「決定第18号」)により、中古機械の輸入に新たな制限を設
置

 ベトナムで使用するために使用済みの機械及び設備(「中古機械」)を輸入する企業
は、(1)ベトナムの製造業で直接使用されることを証明、(2)10年を経過していない
こと、(3)設定された環境、技術及び安全基準、を満たす必要あり

 決定第18号は、機械及び機械器具、電気機器、音響機器及びテレビ機器を対象と
するHSコード第84〜85号の下で輸入された商品に適用

Baker 

McKenzie

https://www.b

akermckenzie

.com/en/insig

ht/publications

/2019/05/new-

regulations-

restrict-

imports-of-

used-

machines

タイ 無駄にしない、
したくない

5月21日 タイ政府は、2030年までに国内のすべてのプラスチックをリサイクルする目標
を設定。今後プラスチック関連の規制へ重大な変更を与える可能性あり

 当目標の推進・達成に向けては、タイはリサイクル材料の品質を向上させるために
ペットボトルのリサイクルプロセスを標準化する必要がある他、食品及び飲料の包
装に使用する品質のr-PETの基準を設定し、より高レベルのプラスチックを達成す
るための方法を改善する必要があると言及

Bangkok Post
https://www b

angkokpost c

om/business/

news/168130

4/waste-not-

want-not

201
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（2/9）
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

インドネ
シア

インドネシア
は古紙輸入
の制限を緩
和するため
にISRI

スペックを
使用

6月17日 インドネシア政府は古紙の輸入に際し、スクラップリサイクル産業協会（ISRI）
の仕様を使用することを計画

 背景：
• インドネシア政府は、違法な古紙の輸出入を取り締まるため新たな
輸入規制を提示（5月）

• 0.5％の汚染限度と100％の出荷前検査などを含むものであったものの定
義にあいまいさが残り、不明確さが浸透

 目的：
• 古紙リサイクル産業協会（ISRI）の規格を適用することで、古紙の
取引に関するより明確な指針・基準を提供し、古紙リサイクル業者に利益
をもたらす

Recycling 

Product News 

Recycling 

Today

https://www.re

cyclingproduct

news.com/arti

cle/31182/ind

onesia-to-use-

isri-specs-to-

ease-

restrictions-

on-recovered-

paper-imports

https://www.re

cyclingtoday.c

om/article/ind

onesia-use-

isri-

specifications-

recovered-

paper-

imports-

regulation/

タイ/

ASEAN

大量プラご
みが圧倒
バンコク回収
作業停滞
減量化
ASEANでも
協議

6月22日 ASEAN（東南アジア諸国連合）は首脳会議で、海洋に流出するプラごみの対
策指針「バンコク宣言」などを採択（6月22日＠タイ バンコク）
 東南アジアでプラスチックごみやそれに伴う海洋汚染の問題が深刻化しており、当宣
言は、意識の向上や技術移転などの重要性を指摘。ASEANが一体と
なって海洋ごみの削減など対策に取り組む決意を提示

 同時に採択した「行動枠組み」では、教育や民間との協議など、四つの重点項目を提
示

 （参考）3月の特別閣僚会合では、「域内に高水準で存在する海洋プラスチック
ごみに大きな懸念がある」という内容の共同声明をすでに発表しており、首脳会
議では、各国の法規制の強化、研究開発の推進、民間企業の関与促進などを
宣言に盛り込むかどうかを重点的に議論

毎日新聞

日経新聞

https://mainic

hi.jp/articles/2

0190622/k00/

00m/030/1860

00c

https://r.nikkei

.com/article/D

GKKZO46352

440Q9A620C

1FF1000?typ

e=my#IAAUA

gAAMA
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（3/9）
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

マレーシ
ア/

ASEAN

EUとASEAN、
ASEAN

地域におけ
るプラスチッ
クの循環型
経済へのコ
ミットメント

6月12日 循環経済に関する2日間のEU-ASEAN地域ワークショップが開催され、循環
型経済の推進に向けたEUとASEANの協力の重要性を強調
（2019年6月11日-12日@マレーシア クアラルンプール）
 当ワークショップは、マレーシアへの欧州委員会DG環境循環経済ミッションと
連続して開催

 EUは、最近採用された欧州プラスチック戦略において、廃棄物管理と循環型経済に
関する長年の経験を生かし、他の地域がプラスチックの循環型経済への移行を支援
することを約束しており、ASEANとEU双方は当分野の問題に取り組み、協力すること
を合意

 討議・検討事項：
• EUとASEANの事務局は、ASEAN加盟国におけるプラスチックの循環経
済の状態に関する地域格差分析を開始

• プラスチック汚染に関する地域循環経済ガイドラインの開発を促進すること
の重要性、それに続くプラスチック、再生プラスチック、およびプラスチック
製の製品に関する技術基準の開発への支援を確認

• プラスチック、プラスチック廃棄物およびその使用の促進、プラスチック廃
棄物の規制に関するEUの方針および法律についても提示

• （参考）当ワークショップは、優先政策分野におけるEUとASEAN間の対話
を促進する開発協力プログラム「Enhanced Regional EU-ASEAN 

Dialogue Instrument (E-READI)」により支援

Association of 

Southeast 

Asian Nations 

(ASEAN)

Thailand 

Business News

https://asean.

org/eu-asean-

committed-

towards-

circular-

economy-

plastics-

asean-region/

https://www.th

ailand-

business-

news.com/ase

an/73352-

asean-and-

eu-commit-

towards-a-

circular-

economy-for-

plastics.html
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資源
循環

ベトナ
ム

中古機械
輸入業者

向けに作成
されたより
柔軟な
メカニズム

6月18日 中古機械、設備及び技術ラインの輸入に関する首相決定18号（Decision 

18）が承認（2019年4月）され、2015年に科学技術省（MOST）により発行され
た2015年通達23号（Circular 23）に代わるものであることを紹介
 当決定は、時代遅れの機器がベトナムに輸入されるのを防止し技術移転・革新を促進、
また環境保護を確保しながら経済成長を促進するための、より柔軟で
透明なメカニズムを図る

 決定18号においては中古の機械設備の輸入基準を2つのグループ（使用済み
機械設備用、技術ライン用）に分類

 使用済みの機械設備輸入の際の提出書類：
• （i）関税法に規定された書類一式
• （ii）企業の印鑑が貼付された企業登録証明書のコピー
• （iii）機械または装置がG7又は韓国で製造されている場合、機械または装
置の製造年及びその機械または装置に適用される規格が規定の基準を
満たすことを証明する文書

• （iv）機械又は設備がG7国又は韓国で製造されているが製造業者の認証
が得られない、又はそれ以外の国で製造された場合、指定された評価機
関によって発行された査定証明書

 使用済みの技術ラインを輸入の際の提出書類：
• （i）企業の印鑑が貼付された企業登録証明書のコピー
• （ii）指定された評価機関によって発行された評価証明書

Vietnam Law 

and Legal 

Forum 

Magazine

http://vietnaml

awmagazine.v

n/more-

flexible-

mechanism-

created-for-

second-hand-

machinery-

importers-

16737.html
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循環

国際 海中でプラ
分解官民
規格策定へ

5月13日 生分解性プラスチックに関する国際規格(ISO)を日本が提案予定
 背景：

• 海洋プラスチックごみの環境汚染が世界的に問題視
• 「バーゼル条約」の締約国会議は、汚れた廃プラスチックを輸出入規制の
対象に加えることで合意

 提案までのプロセス：
• 化学メーカーや日本バイオプラスチック協会、産業技術総合研究所等が参
加する国内の協議会を立ち上げ予定(2019年夏迄)

• 国際標準化機構(ISO)に提案予定(2020年代前半)

 規格化により期待される効果：
• 消費者や小売店などで普及の促進
• 分解が不十分な海洋生分解性プラの製品が広がり、環境面で逆効果にな
る事態を防止する効果

 生分解性プラスチック概要：
• 素材としての使用時には従来のプラスチック製品に近い機能や性能を持
つが、使用後は微生物などの働きで自然に分解可能

• 土壌で分解するタイプが先行していたが、近年は海で分解するプラスチッ
クの開発が前進

日本経済新聞 https://www.ni

kkei.com/nkd/

company/artic

le/?DisplayTy

pe=2&ba=3&n

g=DGKKZO4

4697880S9A5

10C1NN1000

&scode=4118
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https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=2&ba=3&ng=DGKKZO44697880S9A510C1NN1000&scode=4118
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循環

国際 バーゼル
条約がプラ
スチックの
循環経済を
再形成

5月15日 バーゼル条約の締約国は、条約の国際的規制及びリサイクルのために国境
を越えて輸送されるプラスチック廃棄物に適用される取引禁止拡大の修正内
容を採択

 海洋プラスチックのゴミの危機に対する懸念に対応すべく、COP-14が先週開催さ
れ、プラスチック廃棄物に関する修正内容を採択

 これにより、プラスチックに係る世界的循環経済に影響があることを示唆
 特にアジアにおいては、廃プラスチックの輸入を禁止または制限するための各国
の潮流に合致
 修正内容抜粋：

• 中国は、消費後及び産業後の廃プラスチックの輸入を実質的に禁止
• インドは、2019年8月31日に発効すると見込まれる固形プラスチック廃棄
物の輸入を禁止するために、有害廃棄物規則を改訂

• ベトナムは2025年からすべての廃プラスチックの受け入れを停止。また以
前より、廃棄物輸入のための新たな免許の発行を中止

• タイは2021年までにすべての廃プラスチック輸入禁止を発表
• マレーシアは、今後3年間で廃プラスチックの輸入を禁止する計画とともに、
プラスチック廃棄物の輸入に対して厳格な規制を適用

Beveridge & 

Diamond

https://www.b

dlaw.com/publ

ications/basel-

convention-

recasts-the-

circular-

economy-for-

plastics/
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国際 G20は海洋
プラスチック
廃棄物に取
り組むことに
同意

6月16日 G20エネルギー・環境閣僚会合にて、地球規模での海洋プラスチック廃棄物
の問題に取り組むための行動に関する新しい実施枠組みを採択することに合
意（6月16日＠軽井沢）
 G20首脳会議（6月28～29日＠大阪予定）に先立ち東京の北西部の軽井沢で、20の
主要経済国の環境大臣とエネルギー大臣が週末に会合。海洋のプラスチック廃棄物
が最大の焦点

 新枠組み目的：
• 2017年にドイツでのG20ハンブルグサミットにて採択された「G20海洋ごみ
に関する行動計画」を基に海洋廃棄物に対するさらなる具体的な行動を促
進

 新枠組み概要：
• さまざまな措置と国際的な協力を通じ、海洋へのプラスチックごみの排出
を防止および削減するための包括的なライフサイクルアプローチを推進

• ベストプラクティスを共有し、イノベーションを促進し、科学的モニタリングと
分析方法論を強化

 今後の検討事項：
• 電気自動車（EV）の燃費基準値を、電力発電効率にさかのぼって評価す
る手法の検討

Reuters
https://www.re

uters.com/arti

cle/us-g20-

japan-energy-

environment/g

20-agrees-to-

tackle-ocean-

plastic-waste-

idUSKCN1TH

0B3
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国際 日本とインド
ネシア、

海洋プラス
チックごみ
問題で協力、
共同声明

6月27日 日本とインドネシアはインドネシアで深刻化する海洋プラスチックごみ問題に
ついて、海へのプラごみの流出状況調査等削減に向けた協力体制構築につ
いて合意し、共同宣言を締結（6月27日＠大阪）

 共同宣言概要（抜粋）：
• 2019年度内にインドネシア沖の一部海域でプラごみ量などのモニタリングを
実施予定

• 人材育成のため今夏にインドネシアの研究者らを日本に招聘、プラごみの
回収や分析方法の研修を実施

 将来的な日本政府の目標：
• インドネシアに海洋プラごみに関する技術支援を実施し、ASEAN全体で基
礎データを共有

• モニタリング手法について、国際標準化を提案

毎日新聞 https://mainic

hi.jp/articles/2

0190627/k00/

00m/040/2370

00c

自由貿易
原則明記…

海洋プラ
ごみ「50年
ゼロ」

6月29日 主要20か国・地域（G20）首脳会議は「G20大阪首脳宣言」を採択し閉幕（6月
29日＠大阪）
 「G20大阪首脳宣言」は、2050年までにプラスチックごみによる新たな海洋汚染をゼロ
にする削減目標を包含

 背景：
• 6月中旬に開催されたG20エネルギー・環境相会合では、各国が自主的に
削減に取り組み報告し合い、国際枠組みの新設に合意。
しかし具体的数値目標はなく、実効性担保が喫緊の課題

 プラスチックごみ削減目標概要：
• 名称：「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
• 日本政府は2025年までに世界で１万人の人材を育成予定。廃棄物
リサイクル技術の輸出等の支援計画も発表

読売新聞

日経新聞

https://www.y

omiuri.co.jp/p

olitics/201906

29-

OYT1T50227/

https://r.nikkei

.com/article/D

GXMZO4675

6940Z20C19

A6MM0000?u

nlock=1&s=1
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https://mainichi.jp/articles/20190627/k00/00m/040/237000c
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190629-OYT1T50227/
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO46756940Z20C19A6MM0000?unlock=1&s=1
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欧州 意図的に
追加された
生分解性
マイクロプラ
スチックの
免除はなし

9月2日 ECOSは、European Strategy on Plastics in a Circular Economyにおけ
る、ECHAの生分解性マイクロプラスチックの免除に反対

 背景：
• 欧州委員会（EC)は、プラスチックの生産、使用、廃棄に関して、European 

Strategy on Plastics in a Circular Economyを発行（2018年1月）
• 上記プラスチック戦略に関し、European Chemicals Agency（ECHA）は、
生分解性マイクロプラスチックを除くマイクロプラスチックの使用制限を発表

 ECOS意見概要：
• 3つの理由により、生分解性マイクロプラスチックの免除に反対

• プラスチック戦略では、プラスチック廃棄物及びポイ捨ての抑制のた
めに、マイクロプラスチックの制限を定めており、生分解性プラスチッ
クはポイ捨ての解決に寄与しない

• 生分解性プラスチックは、あくまでプラスチックであり、
プラスチックの生産減少に寄与しない

• 提案された生分解基準は、環境への悪影響がないことを十分に保証
していない

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/no-

exemption-

for-

intentionall

y-added-

biodegrada

ble-

microplasti

cs/
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ドイツ ドイツは
小売店から
のビニール
袋の禁止を
望む

9月6日 ドイツ環境大臣は、長寿命廃棄物の削減を目的とした小売店より発生
する特定の軽量ビニール袋の禁止措置について言及

 環境大臣発表要旨：
• 大臣自らが提案した新規法案においては、生分解性とラベル付けされてい
るビニール袋の中で「偽物」とラベル付けしたビニール袋については、小売
店による取扱いを禁止する内容が含まれることについて言及

 新法案における規定範囲：
• 本法案の初期段階では果物や野菜用の薄いビニール袋や、繰り返し再利
用可能な耐久性のある袋は禁止対象に含めない予定

 新法案の施行までの流れ：
• 国会にて承認された後、施行される予定

AP NEWS https://www

.apnews.co

m/558ca67

c604042a6

90cf6fdcba

4003e5

欧州 より多くの材
料効率規格
が進行中

9月9日 材料効率に関する欧州委員会マンデート543の下で開発されたFprEN45553
及びFprEN45555に対する正式な投票を完了

 規格における規定内容及び投票結果：
• FprEN45553：

• エネルギー関連製品の再生産能力を評価する一般的な方法を規定
• 結果：否決されたため、専門家は規格の改善に向けて
取り組む予定

• FprEN45555：
• エネルギー関連製品のリサイクル可能性を評価する一般的な方法を規
定

• 結果：可決されたため、公表に進む予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/more-

material-

efficiency-

standards-

are-on-the-

way/
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欧州 使い捨て
プラスチック
指令の作業
は継続：
実装へ移行

9月13日 プラスチックの環境への影響削減に関する欧州指令
（Directive (EU) 2019/904）への移行期間が開始

 指令名称：
• Directive (EU) 2019/904） of the European Parliament and of the 

Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic 

products on the environment
（Single-Use Plastics Directiveとも呼ばれる）

 指令概要：
• 環境に対する特定のプラスチック製品の影響軽減が目的
• 2019年6月に公開、2019年7月2日に発効

 今後の予定：
• 今後数か月間、指令の対象となる定義、免除可能性、及び製品
マーキングについて明確化がなされる予定

• 飲料容器のキャップ接続と漁具の円形設計について、
CEN-CENELECが規格を策定予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/the-

single-use-

plastics-

directive-

work-

continues-

moving-on-

to-

implementa

tion/
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欧州 エコデザイン
製品の
修理可能性
に関する
更新された
規格案の
正式投票が
進行中

9月16日 エコデザイン製品の修復性、再利用性、アップグレード性（RRU）の評価に関
するprEN45554について、現在CEN及びCENELECが投票受付中
（10月25日締切）

 規格概要：
• 名称：prEN 45554 - General methods for the assessment of the ability 

to repair, reuse and upgrade energy related products.

• 欧州委員会の標準化マンデートM / 543に基づき、エコデザイン
製品の材料効率に関連する一連の水平規格の一部として、エコデザイン製
品の材料効率について規定

 策定経緯：
• 同規格の旧版の公開調査においては、賛成票が71%以下だったため、修
正を実施（2018年1月）

• 修正を受け、CEN及びCENELECにて新版の投票を実施中
（～2019年10月25日）
• 方法論に関する記述の修正を行い、読みやすさを向上
• 欧州委員会マンデート543に関連する他規格との調和性を改善

 ECOSの反応：
• 各国家標準化機関に対し、賛成票の投票を呼びかけ

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/formal-

vote-

underway-

for-

updated-

draft-

standard-

on-

reparability-

of-

ecodesign-

products/

212

【情報収集結果抜粋】資源循環分野の標準化動向(4/5)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（4/9）

資源循環テーマ別情報詳細

5-a

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://ecostandard.org/news_events/formal-vote-underway-for-updated-draft-standard-on-reparability-of-ecodesign-products/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 共同プレスリ
リース：
Circular 

Plastics 

Alliance、
逃した機会

9月20日 Circular Plastics Alliance（CPA）は、欧州市場でのリサイクルプラスチック
の需要と供給をサポートするための自主宣言に署名した一方、ECOS、欧州
環境局（EEB）及びZero Waste Europe（ZWE）は、宣言に署名しないことを
決定

 CPAイニシアチブ概要：
• 循環経済におけるプラスチックに関する欧州戦略を踏まえ、欧州委員会が
主導

 無署名への理由：
• 宣言中にNGOの関与に関する記載がなく、透明性もなし
• また、宣言内にプラスチック廃棄物に含まれる有毒物質に関連
するリスクについても記載なし

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/joint-

press-

release-

the-

circular-

plastics-

alliance-a-

missed-

opportunity/
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シンガ
ポール

シンガポー
ルの廃棄物
ゼロ計画は、
2030年まで
に国内の
リサイクル率
を22％から
30％に引き
上げることを
企図

8月30日 シンガポール政府は廃棄物ゼロマスタープランを開始
 マスタープラン目的：

• ゴミ焼却処分場の負担を軽減し、包装、電子機器、食品廃棄物関連のサー
キュラーエコノミーに関する経済機会を創出
（以下、具体目標）

• 2030年までに一人あたり30％焼却ゴミを削減
• 国全体のリサイクル率を2018年の60％から2030年までに70％まで引上げ
• 目標の範囲内で、家庭廃棄物を含む国内のリサイクル率を2018年の22％
から2030年までに30％に引上げ

 マスタープラン実施に向けた措置
• 来年までに包装を生産または使用する企業に対し報告を義務化
• 使用する包装の量のみでなく設置面積を削減する計画の作成も必要
• 2021年までにe-wasteを生産する企業を拡張生産者責任（EPR）規制の対
象とし、企業の廃棄物を収集・リサイクルを義務化

• 2025年までに包装に関するEPR法を制定予定。企業に対し2024年までに
食品廃棄物の分別を義務化

Eco-Business https://www

.eco-

business.c

om/news/si

ngapores-

zero-waste-

plan-aims-

to-raise-

domestic-

recycling-

rate-from-

22-to-30-

per-cent-

by-2030/

ゼロゴミの
排出に向け
てリソースサ
ステナビリ
ティ法案を
可決

9月27日 シンガポールでは、資源循環を促すResources Sustainability Billが
可決され、国内の大規模事業者に対し、リユーズ・リサイクルのプロセスの確
立を義務化

 Resources Sustainability Billの発効目的：
• 大規模事業者（メーカー、包装企業、貿易会社等）が外部不経済を配慮・管
理する経済活動を行うこと

• 大規模事業者による製品の長寿命化、リサイクル性の向上、
環境性能向上等に係るイノベーションを促すこと

Allen and 

Gledhill

https://www

.allenandgl

edhill.com/

sg/publicati

on/articles/

13337/reso

urce-

sustainabilit

y-bill-

passed-in-

furtherance

-of-zero-

waste-goal
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ベト
ナム

輸入スクラッ
プの
品質管理
方法を変更

7月31日 ベトナム首相が、輸入スクラップの品質管理方法の変更に関する法令に署名
 署名された法令は、「環境保護法の実施に関するガイダンスを詳述した多数の
法令の修正および補足に関する法令40/2019 / ND-CP」

 法令への署名により、天然資源環境省は輸入スクラップの品質検査機関を任命するこ
とが可能になり、すべての検査結果およびスクラップ出荷品の品質分析
及び、輸入スクラップ積荷の検査および品質分析の結果について責任を負う

VINACONTRO

L Group 

Corporation

http://www.

vinacontrol.

com.vn/ne

ws/thay-

doi-

phuong-

thuc-kiem-

tra-chat-

luong-phe-

lieu-nhap-

khau

インドネ
シア

ジョコウィ大
統領が廃棄
物の輸入
制御を呼び
かけ

8月27日 インドネシア大統領は内閣に対し、廃棄物輸入の増加問題に対応するよう指
示

 背景：
• インドネシアへの廃棄物輸入が増加傾向にあり、廃棄物を処理できない場
合、環境破壊を誘発することを懸念

 大統領発言要旨：
• 産業のニーズに合わせた国内廃棄物の利用可能性の最大化、廃棄物の
輸入管理を改善するための迅速な規制の策定、輸入に関する厳しい監視
と法の執行が必要

インドネシア
内閣官房

https://setk

ab go.id/en/

president-

jokowi-

calls-for-

waste-

import-

control/
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タイ 再生食品
包装に係る
技術・規制の
進捗共有に
関する
セミナー

9月26日 東南アジアの国際生命科学研究所（ILSI SEA)はタイFDAと再生食品
包装に係る技術・規制の進捗共有に関するセミナーを共同で開催

 イベント開催に係る機関：
• イベント開催者： 国際生命科学研究所のタイ委員会、タイFDA

• 協力機関：タイFoSTAT、タイDSS

• 登壇機関：タイFDA、米国FDA、タイ包装協会、コカ・コーラ、
カセサート大学

 セミナーにおける討議事項：
• タイにおける食品包装関連の素材に係る規制の最新動向
• 米国における再生PETの安全性向上に向けた取り組みの紹介
• 民間企業による再生PET活用の事例紹介 など

ILSI SEA https://ilsise

a-

region.org/

event/foodp

ackaging t

hai/

マレー
シア

廃棄プラス
チック問題の
解決のため
マレーシアは
英国と協力

9月12日 マレーシア政府は国内でのMalaysia Plastics Pact実現に向けた国民の廃
棄プラスチックに対する問題意識向上のため、英国団体と共同で
イベントを開催

 背景：
• マレーシアのMESTECC（環境省に相当）はMalaysia's Roadmap 

Towards Zero Single-Use Plasticsの実現に向けて、官民でのMalaysia 

Plastics Pactの可決を企図
 イベントでの実施事項：

• 機運醸成を目的とした取り組みの一環として、Blue Planet IIの
上映イベントを開催

 今後に向けた英国との協業内容：
• 英国の団体WRAP Globalは、英国での成功事例（UK Plastic Pact）を活
用し、MESTECCに知見を提供予定

British High 

Commission 

Kuala Lumpur

https://www

.gov.uk/gov

ernment/ne

ws/uk-and-

malaysia-

join-hands-

in-tackling-

plastic-

pollution

216

【情報収集結果抜粋】資源循環分野の標準化動向(3/3)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（8/9）

資源循環テーマ別情報詳細

5-b

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://ilsisea-region.org/event/foodpackaging_thai/
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-malaysia-join-hands-in-tackling-plastic-pollution


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

英国 リサイクル性
の最大化：
UK 

PLASTICS 

PACTからの
新しい
ガイダンス

7月16日 UK PLASTICS PACTは、硬質プラスチック包装のポリマー、色、
及びラベリング選択に関するガイダンスを発表（7月16日）

 UK PLASTICS PACT概要：
• 2018年、英環境NGOのWRAPが、政府、企業、NGOを巻き込み
発足したプラスチックごみ削減イニシアティブ

 背景：
• 硬質プラスチック包装は、回収が困難なポリマーから生成されており、
近赤外線センサーで検知不可能な色で製造されるため、リサイクルが
非常に困難

 目的：
• リサイクル可能及びリサイクル率の向上

 概要：
• 透明PETをリサイクル可能性の最適な梱包として推奨
• ラベルは一般にリサイクルされないため包装全体の40％以下を推奨

Resource 

Media

https://reso

urce co/arti

cle/maximis

ing-

recyclability

-new-

guidance-

uk-plastics-

pact

国際 海中で自然
分解の新プ
ラ素材を
国際標準化
政府、ISO
提案へ

7月18日 日本企業が開発を進める機能素材「海洋生分解性プラスチック」について、日
本政府主導で製品規格の国際標準化を検討
 近日中に経済産業省が有識者会議を立ち上げ、ＩＳＯに提案する製品規格などを議論
する予定

 策定背景:

• 日本では海洋生分解性プラスチックについて三菱ケミカルやカネカ
などが開発しているところ、市場拡大の実現には分解技術の信頼性確保や
品質の差別化が不可欠

• 業界の要望を受け、海洋生分解性プラの機能や品質基準に対する“お墨
付き”となる規格の策定を決定

 有識者会議への参加予定機関：
• 産業技術総合研究所
• 日本バイオプラスチック協会
• 素材企業 等

産経新聞 https://www

.sankei.co

m/politics/n

ews/19071

8/plt190718

0001-

n1 html

217

【情報収集結果抜粋】資源循環分野の標準化動向

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（9/9）

資源循環テーマ別情報詳細

5-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://resource.co/article/maximising-recyclability-new-guidance-uk-plastics-pact
https://www.sankei.com/politics/news/190718/plt1907180001-n1.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 EUは無駄で
修理不能な
製品の
プラグを抜く

10月1日 欧州委員会（EC）は、家電製品のエコデザインに関する新規則（Regulation）
を適用開始（10月1日）

 新規則概要：
• 欧州のEcodesign Directiveの一部として、適用
• 2021年の時点で、EU市場における対象家電製品は、長寿命化の
ための修理要件を満たす必要があることを規定
• 対象製品としてテレビ、モニター、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、洗濯乾燥機、
食洗機、照明製品を規定

• デザインの改善とハロゲン化難燃剤の除去（ディスプレイの場合）により、
リサイクルを促進

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation

(ECOS)

European 

Commission

(EC)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/press-

release-eu-

to-pull-

plug-on-

wasteful-

unrepairabl

e-products/

https://ec e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/i

p 19 5895

Rethink 

Plasticから
の新しいレ
ポート：EU
諸国が使い
捨てプラス
チックをやめ、
再利用可能
なものに切り
替える方法

10月15日 Rethink Plasticはプラスチック汚染防止に向けた政策提言レポート

"Reusable solutions: how governments can help stop single-use 

plastic pollution"を発行
 Rethink Plastic概要：

• 脱プラスチックを目的としたNGOのアライアンス組織
 レポート概要：

• 使い捨てプラスチック汚染の防止に向けた4つの政策を提言
• レストランに対し、再利用可能なカトラリー、プレート、カップの使用を義
務付ける法律の可決

• 使い捨てプラスチックカップ及び食品容器の削減目標の設定（2025年ま
でに50％、2030年までに80％）

• 飲料ボトル、カップ、食品容器等、再利用可能な製品に対するdeposit 

return scheme (DRS)の導入
• 使い捨てプラスチックへの課税

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/new-

report-from-

rethink-

plastic-

how-eu-

countries-

can-quit-

single-use-

plastics-

and-switch-

to-

reusables/
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欧州 包装に関す
る必須要件
の改訂

10月25日 欧州委員会（EC）は、包装のリサイクルに関する必須要件の改訂を検討中
 ECOSの関与：

• ECOSは、Rethink Plasticアライアンスの加盟NGO等と共に、
改訂プロセスに関与

• ECOSは、現在の議論ではリサイクルに焦点が当てられており、
リユースについても考慮すべきであることを主張

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/revision

-of-the-

essential-

requiremen

ts-for-

packaging/

生分解性
プラスチック
–失敗した
プラスチック
防止政策の
便利な
解決策？

10月26日 ECOSは、生分解性プラスチックに関するファクトシート"Spotlight on 

biodegradable plastics"を発行
 背景：

• 欧州委員会（EC）は、堆肥化可能な生分解性プラスチックに関する
フレームワークの発行を検討
• 利害関係者向けに、ワークショップを開催し、すべきこと及び
すべきでないことついて協議中

 ファクトシート概要：
• 問題を簡素化し提示した上で、プラスチック生産の防止及び再利用
促進の必要性を強調

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/biodegr

adable-

plastics-a-

convenient-

solution-

for-failed-

plastic-

prevention-

policies/

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/2491/
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欧州 5つの家電製
品の新しい
エコデザイン
ルール

10月 ANECは、欧州委員会（EC）の家電製品のエコデザインに関する新規則
（Regulation）についてBEUCと共にコメントを発表

 背景：
• ECは、5つの家電製品（洗濯機、食洗機、冷蔵庫、電子ディスプレイ、照明
機器）に対し、新エコデザイン規則を適用（10月1日）

 コメント概要：
• 新規則について、概ね賛成していることを発表

• 但し、スペアパーツの耐久性や修理要件について、改善の余地がある
ことを指摘

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization 

(ANEC)

The European 

Consumer 

Organisation 

(BEUC)

https://www

.anec.eu/pu

blications/n

ewsletters/

828-anec-

president-

visits-

czechia-

anec-

enewsletter

-ed-8-2019

https://www

.beuc.eu/pu

blications/e

u-makes-5-

household-

appliances-

safer-and-

repairable-

does-not-

go-full-

mile/html

EN 15804：
2012 + A2：
2019は、
建設製品の
環境製品宣
言に関する
新しいルー
ルを設定

11月4日 CENは、建設製品の持続可能性に関する規格「EN 15804:2012+A2:2019 

Sustainability of construction works - Environmental product 

declarations - Core rules for the product category of construction 

products」を発行（10月30日）
 EN 15804:2012+A2:2019概要：

• CEN/TC 350 Sustainability of construction worksが策定
• フランス規格協会（AFNOR）が事務局を運営

• あらゆる建設製品及びサービスのタイプIII環境宣言のコア製品カテゴリ
ルール（PCR）を提供

CEN & 

CENELEC

https://www

.cencenele

c.eu/News/

Brief News

/Pages/TN-

2019-

047.aspx
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https://www.anec.eu/publications/newsletters
https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2019-047.aspx
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欧州 気候変動
対策にはより
良い製品が
必要

11月6日 ECOSは、European Environmental Bureau(EEB)及びCool productsと
共同で、欧州委員会（EC）に対し、エコデザイン及びエネルギーラベリングに
関する意見書を提出（11月4日）

 背景：
• EUは、家庭用電気機器や電気設備等のエネルギー効率の改善の
ため、新規エコデザイン措置案（10規則の改訂/発効）を採択
（10月1日）

 文書概要：
• エコデザイン及びエネルギーラベリングに関し、3つの推奨事項を提示

• より厳しいエネルギー及び材料効率要件の設定
• 野心的な耐久性と修理可能性を設定することによる循環経済
アジェンダの進展

• 有害な内容物の段階的な廃止による、製品が健康及び環境に
与える影響の軽減

 （参考）Cool Products概要：
• エコデザインとエネルギーラベリングによる効率、気候変動の緩和、汚染の
削減を目指すNGOによるネットワーク

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/climate-

action-

needs-

better-

products-

climate-

action-

needs-

better-

products/

専門家の
募集-持続
可能な建設
に関する
専門家

11月6日 ECOSは、持続可能な建設分野に関する標準化を推進するため、専門家を
募集（12月2日まで）

 専門家に期待される役割：
• CENを含む欧州レベルでの技術会議への参加及び

ECOSのポジションの向上への寄与
• コメントやポジションペーパー等を通じた技術的な意見の発信
• ECOSプログラムマネージャーへの連絡や報告
• ECOSメンバー組織や他専門家との情報交換

 今後の予定：
• 関心のある候補者はカバーレターを提出（～12月2日締切）

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/call-for-

experts-

sustainable

-

constructio

n/
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欧州 より持続可
能な欧州へ：
標準の
可能性

11月6日 CEN、CENELEC、ECOSは、市民団体による規格策定関与に関する助言を
まとめた“Societal Stakeholders Toolbox”を公開

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、“European Green Deal” を最優先事項の1つとして
位置づけ

• CENは気候変動対策への取組みを検討するため、Strategic Advisory 

Body for Environment (SABE) を、CENELECは
TC 111X Environment をそれぞれ設立

 Societal Stakeholders Toolbox概要；
• 市民社会による国内、欧州及び国際レベルでの標準策定プロセスへの関
与方法について情報を共有

• 標準及び気候変動対策において標準が果たすべき役割に関するEラーニ
ングを提供

EURACTV https://www

.euractiv.co

m/section/e

nergy-

environmen

t/opinion/to

wards-a-

more-

sustainable

-europe-

the-

potential-

of-

standards/

ECOS及び
環境グルー
プは、化学
物質汚染の
脅威への
取組みに
関する新しい
委員会の
関与を歓迎

11月8日 ECOS及び複数の環境NGOは、欧州のグリーンディールの一環として、化学
汚染、特に非毒性環境戦略の実施における大統領の関与を歓迎する書簡を
提出（10月8日）

 書簡概要：
• 次回欧州委員会における期待を明確化し、3つの取組みの優先順位付け
の必要性に言及
• EUを非毒性の循環経済と持続可能なイノベーションのグローバルチャ
ンピオンにする

• EUを有毒汚染に脆弱な人々の保護者として位置づける
• 化学物質汚染の早期警告に基づいて行動し、汚染者に支払いを義務づ
ける

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/ecos-

environmen

tal-groups-

welcome-

new-

commissio

ns-

engageme

nt-on-

tackling-

the-threat-

of-

chemical-

pollution/
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https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/towards-a-more-sustainable-europe-the-potential-of-standards/
https://ecostandard.org/news_events/ecos-environmental-groups-welcome-new-commissions-engagement-on-tackling-the-threat-of-chemical-pollution/
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欧州 EU廃棄物
政策を変革
する10の
優先事項

11月18日 ECOSは、複数の環境NGOと共同でEU廃棄物政策を変革する10の優先事項
を発表

 優先事項概要：
1. 野心的で拘束力のある廃棄物の防止と再利用に関する目標の設定
2. 2030年までの必須生ごみ防止目標50％の設定
3. 全製品に対する包括的な循環設計要件の定義
4. 清潔で、安全で、非毒性の材料サイクルの確保
5. 省資源戦略のための効果的な経済的インセンティブの確立
6. Extended Producer Responsibility（EPR）スキーム内での廃棄物防止の
優先順位の設定

7. 再利用可能な包装の促進
8. 廃棄物のグローバル出荷の管理及び制限
9. ケミカルリサイクルの適切な法的枠組みの設定
10.焼却の段階的廃止

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/10-

priorities-

to-

transform-

eu-waste-

policy/

電子廃棄物
に関する不
都合な真実

11月19日 ECOSは、WEEE（電気電子廃棄物）指令に関し、レポート"REVIEW OF THE 

CENELEC STANDARDS ON COLLECTION & TREATMENT OF WEEE"
を発行（11月）

 レポート概要：
• 以下WEEE関連のEN規格の改訂を提言

• EN 50625-1: Collection, logistics & treatment requirements for 

WEEE - Part 1: General treatment requirements

• CLC/TS 50625-4:  Collection, logistics & treatment requirements for 

WEEE -- Part 4: Specification for the collection and logistics 

associated with WEEE

• EN 50614: Requirements for the preparing for re-use of waste 

electrical and electronic equipment

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/the-

inconvenie

nt-truth-

about-e-

waste/
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https://ecostandard.org/news_events/10-priorities-to-transform-eu-waste-policy/
https://ecostandard.org/news_events/the-inconvenient-truth-about-e-waste/
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欧州 専門家の
募集-プラス
チックリサイ
クルに関す
る専門家

11月21日 ECOSは、プラスチックリサイクル分野に関する標準化を推進するため、専門
家を募集

 専門家に期待される役割：
• CENやISO等の会議への参加及びECOSのポジションの向上への
寄与

• コメントやポジションペーパー等を通じた技術的な意見の発信
• ECOSプログラムマネージャーへの連絡や報告
• ECOSメンバー組織や他専門家との情報交換

 今後の予定：
• 関心のある候補者はカバーレターを提出（～12月20日）

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https://ecos

tandard org

/news eve

nts/call-for-

experts-

plastics-

recycling/

新たな規格
策定の要求：
きれいな海
岸のための
落ちないふ
たやキャップ

12月2日 ECOS及び他環境保護団体は、欧州のSingle-Use Plastic指令により
使い捨て飲料容器のふたやキャップが落ちないよう設計が要求されることを
踏まえ、十分な強度や安全性を定めた規格策定の必要性を主張
 2024年以降の適用に向け、規格策定のリクエストは既に欧州委員会で起案されており、
欧州標準化委員会（CEN）はリクエストを受諾するかどうか判断する必要あり

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https //ecost

andard.org/

news event

s/new-

standardisat

ion-request-

tethered-

caps-and-

lids-for-

cleaner-

beaches/

循環型経済：
欧州グリーン
ディールの
最優先課題

12月10日 12月11日に欧州委員会が発表予定の欧州グリーンディールにおいて、循環型
経済が最優先課題となる見込み
 上記を受け、標準化のための欧州環境市民組織（ECOS）は、循環型経済実現のため
対応策に言及

 2020年5月に発表予定の循環型経済アクションプランにおいては、単に廃
棄物に着目するだけでなく、よりシステマティックな変容を目指す必要性あ
り
 繊維、建設、家具、バッテリーを含む電気製品産業を優先的に取り扱う
持続可能で循環的な製品に関し、政策枠組策定の重要性に言及

 有害化学物質の排除やバイオ経済と循環型経済の統合、プラスチックの環
境影響や利用の提言、廃棄物抑制等への着手の必要性あり

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https //ecost

andard.org/

news event

s/circular-

economy-

number-

one-priority-

of-the-

european-

green-deal/
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欧州 プレスリリー
ス：トランス
フォーマティ
ブな循環型
経済でグリー
ンディールを
実現

12月11日 欧州委員会による欧州グリーンディールの発表を受け、欧州環境市民組織
（ECOS）は環境負荷の高い業界への対策の必要性を表明

 背景：
 12月11日に欧州委員会が欧州グリーンディールを発表し、第二次循環型
経済アクションプランを含む優先措置に言及

 ECOSエグゼクティブディレクターJustin Wilkes発言要旨：
 繊維、建設、家具、電気製品産業といった環境負荷の高い業界におけ
る環境に配慮した対策の実行が必要

 製品や素材の循環性の促進と人体に有害な物資の排除へ注力すべき

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisation 

(ECOS)

https //ecost

andard.org/

news event

s/press-

release-

delivering-

the-green-

deal-with-a-

transformati

ve-circular-

economy/

欧州の規格
は、循環型
経済の実現
に貢献

12月12日 CEN/CENELEC共同委員会（CEN-CENELEC JTC 10 ‘Energy-related 

products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign’）は、2019年に
循環型経済に関する4規格を策定したことを紹介
 2015年に策定された循環型経済アクションプランを踏まえ、2019年に欧州標準化委員
会（CEN）と欧州電気標準化委員会（CENELEC）欧州電気通信標準化機構（ETSI）は
循環型経済に関する4規格を策定

 策定された関連4規格：
 EN 45555:2019 ‘General methods for assessing the recyclability and 

recoverability of energy-related products’

 EN 45556:2019 ‘General method for assessing the proportion of 

reused components in energy-related products’

 EN 45558:2019 ‘General method to declare the use of critical raw 

materials in energy-related products’

 EN 45559:2019 ‘Methods for providing information relating to material 

efficiency aspects of energy-related products’

 （参考）EN 45555の概要：
 エネルギーに関連する製品の再生利用可能性、修復可能性の評価に言及
 統一された製品特有の規格策定のための包括的なガイドラインを
含有

CEN/

CENELEC

https //www.

cencenelec.

eu/News/bri

ef News/Pa

ges/EN-

2019-

050 aspx
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

ドイツ IECは循環経
済をどのよう
に形成できる
か？

10月14日 DKEは、IECによる循環経済に関する標準化活動について紹介
 循環経済関連WG：

• Advisory Committee on Environmental Aspects (ACEA）
• IEC/TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic 

products and systems

(ドイツにおけるミラー委員会: DKE / K 191)

 活動概要：
• ACEAは、環境問題に関する標準管理評議会(SMB）に対し、助言を提供
• IEC/TC 111は、電気工学、電子工学、および情報技術の製品の環境保護
と持続可能性の分野において規格を策定（以下、規格抜粋）
• IEC 62430:2019 Environmentally conscious design (ECD) -

Principles, requirements and guidance

• IEC TR 62824:2016 Guidance on material efficiency considerations 

in environmentally conscious design of electrical and electronic 

products

• IEC TR 62635:2012 Guidelines for end-of-life information provided 

by manufacturers and recyclers and for recyclability rate calculation 

of electrical and electronic equipment

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www.

dke.de/de/n

ews/2019/wi

e-kann-die-

iec-die-

kreislaufwirt

schaft-

gestalten

国際 環境に配慮
した設計、
一歩一歩

10月2日 IECは、IEC62430の規格策定等、循環経済における標準化活動について
紹介
 IEC 62430:2009 Environmentally conscious design for electrical and electronic 

productsを策定していることを紹介
 さらに、ISO TC 207(Environmental management)と共同で、循環資源に関する新規
規格をまもなく発表予定であることを紹介

IEC Blog https://blog.

iec.ch/2019

/10/environ

mentally-

conscious-

design-

step-by-

step/
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【情報収集結果抜粋】資源循環分野の標準化動向(1/3)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（9/11）

資源循環テーマ別情報詳細

5-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.dke.de/de/news/2019/wie-kann-die-iec-die-kreislaufwirtschaft-gestalten
https://blog.iec.ch/2019/10/environmentally-conscious-design-step-by-step/
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際 IECが上海で
循環経済に
関するワーク
ショップを
開催

10月17日 IEC Blogにて循環経済における標準化の役割について説明し、環境側面に
関する諮問委員会（ACEA）がIEC総会に合わせワークショップを開催予定で
あることを紹介（10月19日@上海）

 循環経済における標準化の役割：
• 製品の耐久性やアップグレード可能性を測定する方法の提供
• 製品の修理またはリサイクルの容易さの評価
• リサイクルされた材料の品質確保

 イベント概要：
• 循環経済と物質効率に関しIEC標準化の専門家が彼らの作業へ統合する
方法について理解促進を図ることを目的とし開催

• 世界中で進行中の規制及び標準化活動と、それらの応用の実践例につい
ての最新情報を提供予定

 IECによる電子機器の環境への影響に関する内容として紹介された規格：
• IEC 62430：Environmentally conscious design for electrical and 

electronic produc

• IEC TR 62824：Guidance on material efficiency considerations in 

environmentally conscious design of electrical and electronic products

• IEC TR 62635：Guidelines for end-of-life information provided by 

manufacturers and recyclers and for recyclability rate calculation of 

electrical and electronic equipment

IEC Blog https://blog.

iec.ch/2019

/10/iec-to-

host-

workshop-

on-circular-

economy-

in-

shanghai/
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【情報収集結果抜粋】資源循環分野の標準化動向(2/3)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（10/11）

資源循環テーマ別情報詳細

5-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://blog.iec.ch/2019/10/iec-to-host-workshop-on-circular-economy-in-shanghai/
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際 ACEAは、
IEC GMで
標準化と
循環経済に
関するワーク
ショップを
開催

10月21日 循環経済と物質効率の取り込みについて、IEC標準化の専門家への理解促進
を目的とし、環境側面に関する諮問委員会（ACEA）はワークショップを開催
（10月19日@上海）
 ワークショップでは世界中で進行中の規制及び標準化活動を含む、循環経済と物質効
率の概要を提供

 世界各国にて個々の規制アプローチが実施されていることを踏まえ、IECは全体的な
アプローチが必要であるとし、IECにおける標準化活動について紹介（以下、IECによる
発行済み関連規格）

• IEC 62824：Guidance on material efficiency considerations in 

environmentally conscious design of electrical and electronic products

• IEC 62353：Medical electrical equipment - Recurrent test and test after 

repair of medical electrical equipment

• IEC 62309：Dependability of products containing reused parts -

Requirements for functionality and tests

IEC Blog https://blog.

iec.ch/2019

/10/acea-

holds-

workshop-

on-

standardiza

tion-and-

circular-

economy-

at-iec-gm/
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【情報収集結果抜粋】資源循環分野の標準化動向(3/3)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（11/11）

資源循環テーマ別情報詳細

5-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://blog.iec.ch/2019/10/acea-holds-workshop-on-standardization-and-circular-economy-at-iec-gm/
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テーマ別動向把握・分析

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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欧州CENによる建築物のエネルギー性能に関する規格の策定動向

CENでは、欧州建築物に関する指令（Directive 2010/31/EU）に基づく新たな建物の
エネルギー性能に関するEN規格を発表

230

 当指令の第3条「建物のエネルギー性能算定方法の採用」」
にて、加盟国は附則Ⅰの枠組みに基づく算定方法を採択す
べきと規定

 附則I「建物のエネルギー性能算定のための共通の一般的
枠組み」において、算定の際に考慮しなくてはならない建物
の熱特性や設備を列挙、また建物のエネルギー性能の算出
方法は欧州規格を考慮し、関連する欧州法令と一貫すべき
旨規定
 マンデート（M/480）により、当指令の条件に従い建物の総合エネ
ルギー性能を計算、建物のエネルギー効率を向上させる方法論
の基準策定を行う旨義務付け（2010年12月）

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定
内
容

 CEN/TC 156 - Ventilation for buildings
 Technical Secretariat: BSI

 欧州議会（EP）、EU理事会（Council）

 熱環境、室内空気質、照明および音響に関する室内環境パ
ラメータの要件を規定

 また建築システム設計およびエネルギー性能計算のために
これらのパラメータを確立する方法を規定

 EUにおける温室効果ガスの削減を一層強化するために
エネルギー性能最小要件やその算出方法等を規定
 「2002年指令」として当初制定されていたエネルギー性能に係る
規定をより強化し、エネルギー最小要件の適用を拡大

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）間

の
関
係
性

Directive 
により規格
の考慮を規定

ﾏﾝﾃﾞｰﾄに基づく
関連EN規格
の策定

 当規格において、標準的なエネルギー計算に使用される
占有スケジュール及び屋内環境の基準の様々なカテゴリの
使用・適用方法について定めることで、各国内での計算に
際し活用が可能

 局所的な熱的不快要素、通風、放射温度の非対称性、垂直
方向の気温差、および床面温度に関する設計基準等を具体
に規定

関
連
ル
ー
ル

 建物のエネルギー性能に関する規格「EN 16798-1:2019 
‘Energy performance of buildings - Ventilation for buildings -

Part 1: Indoor environmental input parameters for design and 

assessment of energy performance of buildings addressing 

indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics -

Module M1-6´」（2019年5月発行）

 建築物に関する指令「Directive 2010/31/EU on the 

energy performance of buildings」
（2010年施行）

出所：CEN HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

同TCでは、当規格以外にファンや換気に関するエネルギー効率や性能試験に関する規格が複数策定されており、今後のEU各国での適用等を注視すべき

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

6-a
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ドイツにおけるエネルギーマネジメント分野に係る政策・標準化動向
VDEによるネットワークコードに係る規格策定

ドイツVDEでは、発電機の系統連系要件に係るネットワークコード制定に係るEU規則
（2016/631/EU）及び関連EN規格に即した、独自の規格要件を検討

231

 当規則の第7条「規制面」において、本規
則の適用に際し、加盟国・当局・システム
運用者は、合意された欧州規格及び技術
仕様を考慮に入れることを規定

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定
内
容

 CLC/TC 8X “System Aspects of

Electrical Energy Supply“
 Secretariat: Italy

 欧州委員会（EC）

 全ての電圧レベルでの発電機に係る
ネットワークコード要件を規定
 柔軟な実装を可能とする旨規定し、国
内要件定義のためのテクニカルレファ
レンスとしての役割を担う

 EU域内における相互連携したシステム構
築のため、発電機・発煙施設の系統連系
要件を規定するネットワークコードを規定

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

 現在の技術市場のニーズも踏まえた、
EN共通の発電機のネットワークコード
要件・基準を規定

関
連
ル
ー
ル

 EN 50549シリーズ
「Requirements for generating 
plants to be connected in 
parallel with distribution 
networks」
（2019年改訂※）

 発電機の系統連系要件に係るネットワー
クコードを制定する規則「Commission 
Regulation (EU) 2016/631
establishing a network code on 
requirements for grid connection of 
generators」（2016年施行）

 DKE / K 261「電気エネルギー供給シス
テム側面」下のWG「DKE/ AK 261.

0.1「VDE-AR-N 4105テスト原則」

 本アプリケーションガイドにて、発電
及び蓄電装置をネットワーク事業者
の低電圧ネットワークに接続するた
めの技術的要件を取り纏め
 ネットワーク事業者及び設置業者の
両方に計画と意思決定のための手引き
として提供

 EN50549シリーズ規格の相互関係を
説明し、かつドイツの国としての特性
の考慮、条件の詳細記述することで、
EN50549シリーズの規格を補完

 VDE-AR-N 4105“ “Generators 
connected to the low-voltage 
distribution network: Technical 
requirements for the connection 
to and parallel operation with 
low-voltage distribution 
networks” (2018年11月発行)

ドイツ EU

※2015年にTSとして発行、2019年にENとして改訂・発行出所：VDE HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当規格がEN規格改訂の際に参照される可能性や他国の
関連規格に活用される可能性も鑑み今後の動向を注視

規格（仕様）
を規定

Directiveにより規格
の考慮を規定

国内要件を
踏まえ補完

欧州共通要件
として参照

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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ドイツ
脱石炭化
に係る政策・
規制動向
（抜粋）

ドイツ政府は、パリ協定で要求される気候変動長期戦略の策定を満たすため、
「気候行動計画2050（Der Klimaschutzplan 2050）」を策定（2016年11月）
 ドイツの温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比40％、2030年までに1990年比55％削減することを提示

 ドイツにおける石炭・褐炭発電は、総発電量の35.3％（石炭12.8％、褐炭22.5％:2018年）と、（英・仏等）他国
と比較し依存度が高く、石炭火力発電の削減・全廃の必要性高

計画に係る施策検討の為の組織設置をCDU・CSU・SPD連立協定にて表明（2018年3月）、
連邦政府の諮問委員会「成長・構造改革・雇用委員会（Kommission “Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung”）」（通称「石炭委員会」）を設置（同年6月）
 脱石炭化に向けた石炭火力発電所の順次停止計画、脱石炭により影響を受ける地域の雇用確保・経済成長施策等を検討

 ドイツ鉄道インフラ部門代表・SPD政治家・CDU政治家・ベルリン技術経済大学教授4名の共同代表、労働組合・産業団体・
学者・環境NGO・地域代表者等24人の委員、ドイツ連邦議会議員3名（*議決権なし）、による計31人で構成

石炭委員会が最終報告書を発表し、2038年までの褐炭・石炭火力発電所の全廃を提言
（2019年1月）
 但し、2032年の時点で電力市場や雇用への悪影響が少ないと判断されれば、2035年に前倒しし、
褐炭・石炭火力発電所を完全に停止

 1月26日の答申後、1月31日に委員会代表者から連邦政府へ報告と共に最終報告書を提出

石炭委員会による構造変革勧告の実施に向けた「構造変革のキーポイント
（Eckpunkte zum Strukturwandel）」を内閣にて採択（2019年5月22日）
 産業構造変換のため、2038年にかけ、400億ユーロ（約5兆円）の財政支援を褐炭炭坑・発電所が立地する
ノルトライン・ヴェストファーレン、ブランデンブルク、ザクセン等の州に支出することを決定

BMWiは、石炭火力発電を段階的に廃止する法案に向け「石炭行動のためのコンセプト
（Konzept für eine Steinkohlemaßnahme）」を発表、関係者との議論を実施（2019年7月）
 本年より国内部門間調整や公聴会の実施、EU COMへの通知を行い、2020年に立法手続完了を目指す

232

ドイツにおけるエネルギーマネジメント分野に係る政策・標準化動向
脱石炭化に向けた動向

ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）は、国内「石炭委員会」による提言に基づき、
石炭火力発電を段階廃止する法案に向けた文書「石炭行動のためのコンセプト」を発表

出所：独BMWi HP、報道プレス等の公開情報に基づきDTC作成

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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2050年までの再エネ供給比率目標の達成に向け、VDE及びDKEはブロックチェーンによるエネルギー
マネジメントの高度化、空中風力エネルギーシステムに係る標準化活動を推進

 VDE・DKEタスクフォースはホワイトペーパー「Roten 

Faden durch das Thema Blockchain」を公開し、
当分野におけるブロックチェーンの活用可能性を提示

 さらに、ブロックチェーン関連の国際規格策定に向け、
VDE・DKE及び外部専門家で構成された「スマートエネル
ギー委員会」を設置
 連邦経済技術省（BMWi）、連邦安全保障局（BSI）、EU委員会
及びその他関連する国内外のステークホルダと連携

 DKE・VDEは風力による安定供給実現のため、空中風力
タービンに着目し、関連規格の策定を企図

 VDE・DKEはこれまで発電所から電力網への電力供給の変換
に係る研究・政策を支援をしており、知見を既に蓄積

 DKE / K 383委員会はこれまで風力タービンの標準化
（主に安全性関連）に関与

ドイツ政府は、再生可能エネルギーの調達を優先させるRenewable Energy Source Act（EEG）を発行。

電力調達にあたり、オークション制度へ移行のため法令を改訂し、2050年までの再生可能エネルギーの供給
比率目標を全体の80%と設定（2017年）

背景

233

ドイツにおけるエネルギーマネジメント分野に係る政策・標準化動向
再生可能エネルギー分野に係る動向

ドイツVDE・DKEは政府による再生可能エネルギーの供給目標達成に向けて、
ブロックチェーン、空中風力エネルギーに係る標準化活動に着手

出所：連邦司法消費者保護省、VDE, DKE HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

直近（9月）

の標準化
動向

「Renewable Energy Source Act (EEG) 2017」要旨（連邦司法消費者保護省HPより抜粋）

 再生可能エネルギーの供給比率目標の設定： 2050年までに再生可能エネルギーの供給比率を80％まで引き上げる
（2025年は40~35%、2035年は55～60%と段階的な引き上げ目標を規定）

 運用主体による電力網の改造・管理の義務化： 再生可能エネルギーの小規模電力供給者（小型発電所、個人等）からの電力供給に備え、電力網
の運用主体は、電力網に対して然るべき改造・管理を行い、電力逆流等による供給者側の事故・故障を防止

 再生可能エネルギーのオークション制度の確立： 風力、太陽光力、及びバイオマスを中心とした再生可能エネルギーを供給者から調達するに
あたってのオークション制度（入札条件、価格設定等）を制定

再生可能エネルギーの供給量増加を目的とした

空中風力エネルギー関連規格の策定（予定）
（2019年9月25日公開）

ブロックチェーン活用に向けた

スマートエネルギー委員会の設置
（2019年9月19日公開）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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ドイツによるチュニジアでのPVインフラ開発支援
（2019年）

（参考）ドイツ標準化機関による途上国での標準化活動

 チュニジアの代表団は、ドイツの太陽光発電分野における標準
化取り組み視察のため、ドイツVDE | DKEを訪問
（2019年6月23～29日）

【訪問・視察概要】

 ドイツ標準化機関は、途上国へ規格普及や標準化を通じたイン
フラ整備支援を推進

 特にDINは、「International Consultation Services 

（Internationalen Beratungsdienste：IBD）」を通じ
途上国の標準化機関や関連団体と連携を推進

【IDB概要】

234

ドイツにおけるエネルギーマネジメント分野に係る政策・標準化動向
エネルギー/インフラ分野に係る途上国支援動向

独標準化機関は、新興国におけるインフラ・標準化整備の支援を推進しており、直近
は、DKEがチュニジアの代表団の太陽光発電分野における取り組み視察に対応

出所：独BMWi HP、DIN HP、DKE HP、その他公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

目的

発展途上国、新興国及び移行国における標準化システム
の最適化支援

 標準化インフラ強化により、経済発展を促進するとともに、
WTO原則に基づく貿易の技術的障壁削減へ寄与

活動内容

 各国における標準化戦略策定と優先順位の設定
 資金調達や技術委員会設置の支援
 規格の作成・公開の支援
 文書収集及び標準化情報の管理

 標準化作業へのSME参加向上、規制緩和手段としての
標準導入等に向けたコンサルティング及びトレーニング
サービスも提供

（参考）

直近の
PJ

 【モンゴル】
モンゴル標準化計量局（MASM）と連携し、トレーニングプロ
グラムの設計や国際標準化の要件を満たす標準化委員会
の設立を支援

 【モルダビア共和国】
ルーマニア標準化団体と共に、委員会事務局の開催、標準
化作業におけるIT使用に関する協議・トレーニングを提供

目的

チュニジアにおける高品質太陽光発電（PV）インフラ開発の
ため、ドイツにおける取り組みを視察
 ドイツ各機関のPV分野における位置づけについて認識
を共有

訪問・視察
概要

 ドイツの太陽光発電分野における組織体制について
説明

 VDE | DKEは、PVモジュールの標準及びPVインバー
ターのテスト内容について説明
 DKEのAlexander Nollau氏がPVシステムにおける最重
要の標準について講演し、VDE RenewablesのHolger 

Kühlmeyer氏がPVインバーター試験における重要事項
の詳細を説明

 チュニジアのPVモジュー

ルのランダムテスト導入
に際して議論を促進する
ため、アドホックグループ
が設置されることが決定

成果

訪問時の集合写真（上）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

画像の出所：DKE（https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html）

6-a

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.235

米国によるエネルギー分野における新興国への標準化活動動向（1/3）

米NEMAは、アフリカ諸国への国際開発協力プログラム「Power Africa」イニシアチブ
の一環として、標準化に関するワークショップの開催等を実施している

出所：米USTDA、USAID、ANSI HP、報道プレス等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

Power Africaを通じた標準化活動
US-Africa Clean Energy Standards Program

（CESP）を通じた標準化活動

【NEMAの役割】
Power Africaの標準化プログラムに参画し、電力の安全システム
及びエネルギー貯蔵システムの技術基準の認識、採用の促進に
貢献

US-Africa Clean Energy 

Standards Program（CESP）は、
USAIDが主導、米国貿易開発庁
（USTDA）が支援、米国規格協会
（ANSI）がPower Africa（左記）との
パートナーシップとの下に調整を行う
アフリカでの長期開発プログラム

【NEMAの役割】
ANSIと提携し、Power Africaの一環として、サハラ以南国に対し
クリーンエネルギー技術の標準、適合性評価、技術規制に係る問
題への協力を企図したワークショップを開催（2016年～：計8回）

1 Electrical Safety for Clean Energy Systems 2016年5月

2 Solar Mini-grid Workshop: Regulatory Framework and 

Quality Assurance

2016年9月

3 U.S. – South Africa Workshop on Energy Storage, 

Conformance, and Technology

2017年2月

4 U.S. – Kenya Workshop on Energy Storage Standards, 

Conformance and Technology

2018年5月

5 Standards & Technology to Support Benin's Energy 

Backbone: Energy Storage and Energy Efficiency 

2018年7月

6 Standards to Promote Interoperability: Interconnection 

Code Compliance and Corrective Actions 

2018年
10月

7 Solar Mini-grids: Regulatory Framework and Quality 

Assurance 

2018年
11月

8 Energy Storage Standards, Conformance and Technology 2019年2月

Power Africaは、アフリカ諸国にお
ける電力アクセス向上を目的とした
開発協力プログラム

 ロードマップにおいて、2030年ま
でに6000万件の新たな電力接続、
30,000MWの新たなクリーン発
電の実現を目指すことを提示
 そのために、技術・法律関連
専門家、民間部門、関連政府
等120以上のセクタパートナー
が結集し、電力利用者の増
加・向上のため協力することを
明示

 また、「発電」「接続」「エネルギー
部門の可能性の解放」を3つの概
念的な戦略の柱として提示

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

6-a



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.236

米国によるエネルギー分野における新興国への標準化活動動向（2/3）

ANSIは、データセンター、グリーンビルディング、スマートシティに関するSCCP

フェーズIIワークショップを開催

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

米国とインドは、”U.S. - India Standards and Conformance Cooperation Program (SCCP)”を
立ち上げ （2009年）
 規格、適合性評価、技術規制の分野における、米国－インド間の官民連携促進を目的

 米国貿易開発局（USTDA）が支援し、インド工業連盟（CII）と米国規格協会（ANSI）が
中心となり、運営

 米国及びインドの規格や適合性評価に関する情報の提供、貿易促進に向けた米国から
インドへの技術支援、関係者の交流促進を実施

 「スマートで持続可能な都市」、「水と衛生」、「クリーンエネルギー」の3つのテーマに照準

ANSIは、 SCCPフェーズII取り組みの一環として、データセンター、グリーンビルディング、スマートシ
ティに関するワークショップを開催（7月10～11日、15～16日＠インド）

【ワークショップ概要】

 Bureau of Indian Standards（BIS）と共催し、インド及び米国の関係者70名以上が集まり、議論

 データセンター、グリーンビル：建物のエネルギー効率ガイドブックBuildings Innovation Guide （BIG）を発表
• 米国エネルギー省（DOE）が資金提供を行い、Lawrence Berkeley National Labの研究者が作成

 スマートシティ：建築基準の強化、投資促進に向けた規格の調和、認証及びコンプライアンス遵守の重要性を議論

背景

二国間に
おける協力

（要旨）

SCCPフェーズ 時期 取り組み分野 成果

フェーズI 2009年～
2012年

 米国の規格及び適合性評価に関する
ワークショップを開催

 ANSIの規格ディレクトリANSI Standards 

Portalの拡張

 6以上のワークショップ／カンファレンスを開催
 民間企業も巻き込み、火災安全、LNG、航空、
生体認証等、多数の分野を取扱い

 ANSI Standard Pprtal にインドの規格及び適合性
評価の情報を追加

フェーズII 2017年～  民間企業を巻き込んだ6つのワークショップを
開催

 ANSI Standard PortalとCIIとの連携促進

 印の水衛生システムに関するワークショップを開催
 CIIが、Standard Portal内に、印規格及び適合性評価
に関するページ（India Standards Portal ）を創設

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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中国のEV産業は拡大を続けており、常習市含め複数都市がEV関連の製造基盤として成長

 特に常習市はEV裾野産業のハブとして位置づけられ、自動車部品、電池製造等の製造を集約

 BAIC BJEV, Dongfeng Motor, BYD Auto等複数のEV関連大手は、常習市にて工場を設置することを相次いで発表

同時に中国製EVの信頼性向上のため、第三者によるEV用電池・充電システム試験の需要が近年増加

 特に、性能及び安全性に係る試験の需要が高く、今後も増加傾向（見込み）

米国Underwriter Laboratories（UL）はEV用電池・充電システムの大規模試験規格を中国に設置。
EV関連部品及びEV用電池メーカーへの電池の安全性に係る試験・アドバイサリーサービスを提供

【ULによる提供サービスの概要】

 下記の部品・コンポーネントにおける安全性、性能、機能性の試験及び性能向上のための設計支援

 EV用電池本体（バッテリーセル、パック、部品）

 充電システム

 グリッドへの接続器（V2G接続）

 エネルギー貯蔵・モニタリングシステム

 安全性の他、エネルギー、サイバーセキュリティに係る知見、アドバイザリーも提供

【今後の予定】

 2020年初めに、約9,000m2規模の第1フェーズの試験機関を開設予定

237

ULは中国常習市にてEV用電池・充電システムの大規模試験機関を開設することを
発表

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

米国によるエネルギー分野における新興国への標準化活動動向（3/3）

二国間に
おける協力

（要旨）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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中国におけるバッテリー分野に係る標準化動向

中国CESIは、「サービスロボット用のリチウムイオン電池とバッテリーのための一般
仕様書」草案に対する意見を募集中

国内
標準化
活動動向

出所：中国SAC、CESI HP, 報道等の公開情報に基づきDTC作成

今後の
進め方

中国电子技术标准化研究院（CESI）事務局

今後意見を受け更に草稿の更新を予定（2019年8月に会議開催予定）
 （参考）通常業界規格の策定は、立案・起草・意見聴取・審査・批准・出版ステージより構成。今後意
見聴取により内容が検討された当規格は、審査・批准ステージを経て出版を想定（時期は未定）

工信部锂离子电池安全标准特别工作组
（産業情報技術部リチウムイオン電池安全基準安全作業部会）

所管
部署

 CESI、上海电器科学研究院、北京康力优蓝机器人科技有限公司、欣旺达电子股份有
限公司等の代表者（約30名）

関与・
参画者

業界規格SJ / Txxxxx「リチウムイオン電池およびサービスロボット用電池の一般仕様」
（服务机器人用锂离子电池和电池组通用规范（计划号：2018-1360T-SJ））※最終的な番号体系等は未決定

規格
（案）名

意見聴取
ステージ

審査
ステージ

批准
ステージ

立案
ステージ

出版
ステージ

起草
ステージ

規格化
に向けた
検討

プロセス

（参考）

業界規格立案
の標準ステップ

策定
機関

検討
規格
内容

現行

原案（第一草稿）内容に関する討議をグループ内にて開始（2018年10月30日@上海）
 一般仕様の標準フレームワーク、既存の関連試験方法、等について参加者が紹介

 草案作成の中心メンバーにより、不足部分の補足を実施（～2018年12月）

原案（第一草稿）に対する意見募集を開始（2019年6月～7月18日締切）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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世銀は、中国の再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進プロジェクトに対して3億ドルの貸付を承認

【協議の主体者】

 世界銀行（WB）

 中国

【協議の内容】

 世銀は、中国の規制改革を含め、再生可能エネルギー利用拡大に向けた3憶ドルの融資を実施

 加えて、中国の華夏銀行が、少なくとも4億5千万ドルの協調融資を実施予定

 世銀の連携機関である、地球環境ファシリティ（GEF）及びEnergy Sector Management Assistance Program 

（ESMAP）が、政策と規制の改革、適切な技術と安全基準の形成に関する融資を実施予定

239

世界銀行及び中国におけるバッテリー分野に係る標準化協力

世銀はバッテリー貯蔵システムの配備による再生エネルギー拡大のため、中国の
再生エネ及びバッテリー貯蔵促進プロジェクトに対し3億ドルの貸付を承認

二国間に
おける協力

（要旨）

バッテリストレージソリューションの
拡大を加速、民間投資も呼び込み
 世銀は、10億ドルのバッテリーストレージ
投資を含む、バッテリーストレージ
ソリューションの拡大を公約（2018年9月）

 バッテリーストレージソリューション拡大
における協力強化のため、
Energy Storage Partnership （ESP）
を創設（2019年5月）
• 中国におけるソリューション拡大で
得られたナレッジを、ESPの
パートナー国と共有予定

包括的なエネルギー転換目標の達成に
向けた活動を加速

 中国は非化石燃料による発電を、現在の
14.3%から、2020年に第13次5か年計画
で定める15%、2030年までに20%、
2050年までに50%に引き上げる目標を
提示

 中国は、風力と太陽光の大規模発電
設備を有しているものの、送電網
における技術的制約と地域間の
規制格差のため、有効活用できず

再生可能
エネルギー使用
拡大のための協力
体制確立の必要性

世界銀行 中国

Renewable 

Energy and 

Battery Storage 

Promotion Project

3億ドル

4億5千万ドル他、協調融資予定

（融資付与）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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ドイツ及びタイにおけるバッテリー分野に係る標準化協力

TÜV SÜDは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）との間で、バンコク近郊の
バッテリーテストセンター設立に関する協力協定を締結

タイは自動車生産の主要国として、ドイツ含む海外OEMが生産工場を抱え、
バッテリー生産拠点としての認証・認証需要も増加（以下、直近の例）

 メルセデスベンツは、タイで電動車向けバッテリーを生産し、ASEAN電動化戦略を加速させる旨発表（2018年3月）

 BMWは、ダイムラーグループとPHV用高電圧バッテリーパックの製造をタイで開始する旨発表（2018年12月）

タイでは都市圏での大気汚染問題の深刻化等を背景に、EV車の税制措置導入等の検討を
進めており、バッテリー含む関連技術の開発・採用が不可欠

 タイ工業省工業経済事務局（OIE）は、ハイブリッド車（HV）、プラグインハイブリッド車（PHV）、電気自動車（EV）、
小型低公害車「エコカー」の物品税制の改定作業を推進

 OIEは、国内100カ所以上にEV充電施設を設置するとするエネルギー省の計画を合致させ、EV調達と
充電施設の設置を一括して進められるよう、EV普及推進計画についての見直しも発表（2018年1月）

 エネルギー関連企業が独自に設立したタイ資本の新EVブランド「MINE」がコンセプトモデルを発表（2018年4月）

TÜV SÜDは、タイ政府・業界団体とバッテリーテストセンター設立に係る協力協定を締結（2019年4月）

【協力協定 締結者】
 ドイツ ：TÜV SÜD

 タイ ：タイ工業省（Ministry of Industry）
 タイ ：タイ自動車協会（Thailand Automotive Institute: TAI）

【協力協定 内容】
 ASEAN地域で最大かつ最新のリチウムイオン電池用テストセンターを建設（総投資額：1,350万ユーロ）
 当センター設立により、現在韓国・日本のバッテリー研究室、中国で実施されるテスト研究室との間のギャップを解消
 電気自動車用の電気駆動バッテリーを中心に、熱帯地域での使用のための定置用蓄電システムと電気二輪車用バッ
テリーのテストも実施を検討

背景

二国間に
おける協力

（要旨）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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日米欧は、30年以上前から水素の可能性に着目し、水素利活用拡大に向けて世界をリード

閣僚レベルが水素社会の実現をメインテーマとして議論を交わす「水素閣僚会議」において、グローバル
な水素利活用に向けた政策の方向性を共有、「東京宣言（Tokyo Statement）」を発表（2018年10月）

 世耕経済産業大臣が議長を務め、21の国・地域・機関代表含む300人超が参加し当分野における政策の方向性を共有

日欧米間で「経済産業省（METI）、欧州委員会エネルギー総局（ENER）及び米国エネルギー省（DOE）
間の水素・燃料電池技術の将来協力に関する共同宣言」を発表

【共同宣言 締結者】
 欧州：欧州委員会エネルギー総局（ENER）
 米国：米国エネルギー省（DOE）
 日本：経済産業省（METI）

【共同宣言 要旨】
 三機関間で水素・燃料電池技術への強い関心を共有、持続可能な技術開発のため結束を強化
 三機関間で第2回水素閣僚会議（9月25日開催予定）に向けた協力覚書（MoC）も見据え、
協力枠組の効率的且つ効果的な実施を追求
 当MoCは、「東京宣言」に示す分野での協力を通じ、具体的な取組の展開・促進を図ることを想定

背景

241

日欧米におけるバッテリー分野に係る標準化協力

経済産業省（METI）、欧州委員会エネルギー総局（ENER）、米国エネルギー省（DOE）
は、水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力強化のため共同宣言を発表

共同宣言
（要旨）

出所：経済産業省HP、環境ビジネスオンライン等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

共同宣言発表の様子（上）

東京宣言（Tokyo Statement）

以下4分野における協力の重要性を確認
1. 技術協力及び、規制、規格・基準のハーモナイゼーション、標準化の推進
2. 水素の安全性及びサプライチェーンに関する情報共有及び国際共同研究開発の推進
3. CO2及び他の汚染物質を削減する水素の可能性調査・評価
4. コミュニケーション、教育及びアウトリーチ

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

画像の出所：経済産業省（https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html）

6-b

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html
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英国 エネルギー
技術基準
リスト(ETCL)

と要求値

4月2日 英ビジネス・エネルギー・産業戦略省はETCL (エネルギー技術基準リスト)と
要求値を発表

 発表されたエネルギー技術リストには、英国政府のECA(省エネルギー強化資本
金)スキームに適合する技術及び省エネ適合基準を規定
 規定内容

• 各技術クラスにおいて適合すべき省エネ基準の詳細を含むエネルギー技
術基準リスト

• 基準適合を認定された各種製品のリスト 等

Department for 

Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy (BEIS) 

https://www.go

v.uk/governme

nt/publications/

eligibility-

criteria-for-

technologies-

that-qualify-for-

the-energy-

saving-

enhanced-

capital-

allowance-

scheme

ドイツ VDE / DKE

とVDE / 

FNNは将来

のヨーロッパ
の電力網を
さらに発展
させる

4月10日 EN 50549の策定に関与しているDINの国内委員会(DKE / K 261)は、
当規格を補完するVDE-AR-N 4105を独自に策定

 再生可能エネルギーのグリッド統合は、エネルギー転換の主軸となることから、
VDE / DKEは、新しいEN 50549シリーズの規格策定に関与する他、固有要件を
定める域内規格EN50549を策定
 EN 50549シリーズ規格：

• 名称：Requirements for generating plants to be connected in parallel 

with distribution networks

• 概要：発電機のグリッド接続要件を含むネットワークコードを規定するEU規
則(Regulation(EU)2016/631)とアライン

 VDE-AR-N 4105規格：
• 名称：Power Generating Plants Connected to the Low-voltage Grid

• 概要：EN 50549シリーズの規格を補完するため、VDE / DKEによってドイ
ツにおける固有の要求事項について詳述

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www.dk

e.de/de/news/

2019/europaei

sche-network-

codes
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.gov.uk/government/publications/eligibility-criteria-for-technologies-that-qualify-for-the-energy-saving-enhanced-capital-allowance-scheme
https://www.dke.de/de/news/2019/europaeische-network-codes
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欧州 新しいCEN

規格：建物の
エネルギー
性能を評価
する方法に
関するEN 

16798-1：
2019

5月10日 CENは建物のエネルギー性能に関する新規EN規格を発表
 規格名：

• EN 16798-1：2019 「建物のエネルギー性能 - 建物の換気 - 第1部：室内
空気質、熱環境、照明及び音響に対処する建物のエネルギー性能の設計
及び評価のための屋内環境入力パラメータ - モジュールM1-6」

 規定内容：
• 熱環境、室内空気質、照明及び音響に関する室内環境パラメータの新し
い規則及び要件の設定に焦点を当て、建築システムの設計及びエネル
ギー性能計算にこれらのパラメータを使用する方法を説明

 EN 16798-1：2019概要：
• ECによる標準化要求M / 480に基づき、エネルギー性能の観点から建物
の換気の主な側面を決定することを目的としたシリーズ、EN 16798の一
部

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

https://www.c

en.eu/news/br

ief-

news/Pages/

EN-2019-

022.aspx
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https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/EN-2019-022.aspx
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タイ タイが
ASEAN

地域で最大
のリチウム

イオン電池テ
ストセンター
の拠点に

4月1日 テュフズードは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）との間で、バンコク近郊
のバッテリーテストセンター設立に関する協力協定を締結

 締結の背景：
• ASEAN地域の国々は巨大な自動車市場を形成しており、中でも自動車生
産の主要国はタイとなっている

 締結の目的及び今後の活動予定：
• ASEAN地域で最大かつ最新のリチウムイオン電池用テストセンターを建設
（総投資額：1,350万ユーロ）

• 当センター設立により、テュフズードとして、現在韓国・日本のバッテリー研
究室、中国で実施されるテスト研究室との間のギャップを解消

• 電気自動車用の電気駆動バッテリーを中心に、熱帯地域での使用のための
定置用蓄電システムと電気二輪車用バッテリーのテストも実施を検討

TÜV SÜD
https://www.tu

ev-

sued.de/comp

any/press/new

s/tuev-sued-

thailand-to-be-

location-for-

largest-test-

centre-for-

lithium-ion-

batteries-in-

the-asean-

region

中国 国家標準化
委員会は
GB 31241の

ための改訂
計画を発表

4月9日 リチウムイオン電池産業の健全かつ持続可能な開発を促進するために、GB 

31241-2014を改訂
 180のメンバーから構成される産業情報技術部リチウムイオン電池安全基準タスク
フォースが主導

 当タスクフォースはリチウムイオン電池に関わる規格を担当し、GB 31241-2014の
改訂にも関与
 改定までのスケジュール

• GB 31241-2014「携帯用電子製品のためのリチウムイオン電池及び電池
パックの安全要件」第1修正フォームをリリース
(2017年11月1日)

• 当規格を正式発効(2018年2月1日)

中国電子技術標
準化研究院
(CESI)

http://www.ces

i.cn/201904/49

73.html 
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※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.tuev-sued.de/company/press/news/tuev-sued-thailand-to-be-location-for-largest-test-centre-for-lithium-ion-batteries-in-the-asean-region
http://www.cesi.cn/201904/4973.html
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中国 世銀が中国
のバッテリー
貯蔵による
再生
エネルギー
開発を支援

6月11日 世銀が中国によるバッテリー貯蔵による再生エネルギー開発を支援
 世銀理事会が大規模なバッテリー貯蔵システムの配備による再生エネルギーの一層
の統合と利用拡大のため、中国の再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進プロジェク
トに対して3億ドルの貸付をすることを承認

 背景：
• 中国は風力及び太陽光発電キャパが最大であるにもかかわらず、送電に
おける技術的制約や地域間の電力交換の規制枠組みの差により、それら
資産活用が不十分

 目的：
• 中国の制約に取り組み、中国の包括的なエネルギー移行目標を支援
• 2030年までに一次エネルギー消費における非化石燃料のシェアを現在の

14.3%から20%に、2050年までに50%に増加させることが目標
 融資形態：

• 再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進プロジェクトは華夏銀行に
より実施

• 華夏銀行が、プロジェクトの目標達成のため、少なくとも4.5億ドル
共同融資

• 政策・規制改革に関する技術的支援、適切な技術及び安全基準の
構成、組織能力の強化については、地球環境ファシリティ（GEF）と
エネルギー分野プログラム（ESMAP）が融資

World Bank
https://www.w

orldbank.org/e

n/news/press-

release/2019/

06/11/world-

bank-to-help-

china-

develop-

renewable-

energy-with-

battery-

storage
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/11/world-bank-to-help-china-develop-renewable-energy-with-battery-storage
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中国 ロボット用リ
チウム電池
業界標準に
関する初回
の意見募集
に関する
お知らせ

6月19日 CESIはサービスロボット用のリチウムイオン電池とバッテリーのための一般
仕様書に関する意見募集を開始（7月18日締め切り）
 ロボット用リチウム電池規格原案作成グループが電子工業規格SJ / Txxxxx-xxxx「リ
チウムイオン電池およびサービスロボット用電池の一般仕様」（2018-1360T-SJ）の第
1草稿を作成し、意見を募集中であると発表

 今後のスケジュール：
• 原案作成グループは意見を受け、草稿について協議する会議を2019年8

月に開催予定

中国電子技術標
準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201906/

5201.html

6-b

エネルギーマネジメント

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201906/5201.html
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国際 日米欧、
水素・燃料電
池分野で協
力強化 技
術協力や標
準化などで
連携

6月17日 経済産業省、欧州委員会エネルギー総局（ENER）、米国エネルギー省
（DOE）は、水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力を強化すること
を確認し、共同宣言（Joint Statement）を発表（6月15日）
 経済産業省とENER、DOEは、エネルギー分野・経済・環境に大きな利益をもたらす
可能性を有する水素・燃料電池技術への強い関心を共有するとともに、水素エネル
ギーを低廉で信頼できるエネルギーとするために、水素のコストを削減する重要性を
認識

 G20のエネルギー環境閣僚会合にて協議
 目的：

• ・日米欧が協力関係を強化し、世界における水素利活用の拡大を図ること
 今後の予定：

• 3機関は第2回水素閣僚会議（9月25日予定）に向けた協力覚書（MoC）の
作成に向けた調整を図る予定

 想定されるMoC内容：
• 2018年10月23日の水素閣僚会議で発表された「東京宣言」に示されてい
る以下の分野における協力を通して、具体的な取組の展開を促進
a. 技術協力及び、規制、規格・基準のハーモナイゼーション、標準化の

促進
b. 水素の安全性及びサプライチェーンに関する情報共有・国際共同研

究開発推進
c. CO2及び他の排出物質を削減する水素の可能性調査・評価
d. コミュニケーション、教育及びアウトリーチ

環境ビジネス
オンライン

経済産業省

Maritime 

Executive

https://www.k

ankyo-

business.jp/ne

ws/022614.ph

p

https://www.m

eti.go.jp/press

/2019/06/2019

0615001/2019

0615001.html

https://www.m

aritime-

executive.com

/article/japan-

e-u-and-u-s-

to-cooperate-

on-hydrogen-

and-fuel-cells
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https://www.kankyo-business.jp/news/022614.php
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html
https://www.maritime-executive.com/article/japan-e-u-and-u-s-to-cooperate-on-hydrogen-and-fuel-cells
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ドイツ BMWiは、
石炭排除法
の枠組みと
次のステップ
を制定

7月3日 BMWiは、脱石炭に向けた枠組みと次のステップを制定（7月3日）
 脱炭素化に向け、最初の枠組み及び次のステップについて文書を発表

 背景：
• The cornerstones of structural changeは内閣で既に採択
（2018年5月22日）

• 2019年2月に制定されたCommission "Growth, Structural Change and 

Employment" は段階的に実装中

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy (BMWi)

https://www

.bmwi de/R

edaktion/D

E/Pressemi

tteilungen/2

019/20190

704-bmwi-

legt-

rahmen-

der-

kohleaussti

egsgesetzg

ebung-

vor.html

Altmaier：
"ドイツの
エネルギー
供給は高度
な安全性を
維持”

7月3日 BMWiは、エネルギー供給の安全性に関するモニタリングレポートを発行（7月
3日）

 概要：
• BMWiは定期的に、エネルギー供給の安全性に関するモニタリングレポー
トを発行

• 2030年までのエネルギー市場及び利用可能な発電所の推移を検討、安全
な電力供給が担保される旨を結論

 Altmaier経済相発言要旨：
• 「ドイツにおけるエネルギー供給の安全性は国際基準で非常に高く、今後
は石炭発電の段階的廃止と並行して、供給安全性への影響を繰り返し検
討予定」

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy (BMWi)

https://www

.bmwi de/R

edaktion/D

E/Pressemi

tteilungen/2

019/20190

703-

altmaier-

versorgung

ssicherheit-

in-

deutschlan

d-weiterhin-

sehr-

hoch.html
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190704-bmwi-legt-rahmen-der-kohleausstiegsgesetzgebung-vor.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190703-altmaier-versorgungssicherheit-in-deutschland-weiterhin-sehr-hoch.html
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ドイツ チュニジアの
代表団は、
太陽光発電
システムの
規格とテスト
に大きな関
心を表明

8月7日 チュニジアの代表団が太陽光発電分野における取り組み視察のため、
ドイツを訪問（6月23～29日）

 訪問概要：
• 代表団は、チュニジアにおける高品質のPVインフラ開発が目的
• VDE | DKEは、PVモジュールの標準及びPVインバーターのテストについ
て説明

 代表団メンバー：
• the energy agency ANME

• the electricity and gas company STEG

• the Ministry of Industry and Energy MIPME

• the Ministry of Commerce

• Consumer Protection ODC

• the Institute for Standardization and Certification INNORPI

• the Photovoltaic Industry Association CSPV 

• the PV testing laboratory CETIME

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www

.dke.de/de/

news/2019/

tunesische-

delegation-

normen-

pruefungen

-

photovoltai

kanlagen
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ドイツ ミニ太陽光
発電システ
ム：自分の
バルコニーで
発電
-全ての人に
とって持続
可能

9月5日 VDE及びDKEは、ミニ太陽光発電システムの普及に向けた
関連システム・ネットワークに関する規格策定の取組みを掲載

 取組み概要：
• VDE及びDKEは家庭用バルコニーに設置可能なミニ太陽光発電
システムの設置及び運用に関する規格策定に注力（～2016年）

• 全ての市民がクリーンエネルギーへの移行に貢献することを目指す
 関連規格：

• 製品安全規格
• DIN VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1)

• DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1)

• DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1)

• 電磁適合性
• DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1)

• DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2)

• DIN EN 61000-6-3-100 (VDE 0839-6-3-100)

• DIN EN 61000-6-4-100 (VDE 0839-6-4-100)

• DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2)

• DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3)

• ネットワーク結合
• VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N 4105)

• E DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100)

• DIN EN 50438 (VDE 0435-901)

• システム
• DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1)

• DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712)

• プラグ
• DIN VDE V 0628-1 (VDE V 0628-1)

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www

.dke de/de/t

hemen/ene

rgy/mini-pv-

anlage-

solar-

strom-

balkon-

nachhaltig-

erzeugen
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ドイツ 連邦政府が
ブロック
チェーン
戦略を可決

9月18日 連邦経済エネルギー省（BMWi）と連邦財務省（BMF）が他省庁と協力し開発
したブロックチェーン戦略を、連邦内閣が可決
 独連邦経済大臣は、ブロックチェーン戦略によりパイロットプロジェクトでブロックチェー
ンテクノロジーの機会を活用すると同時に、エネルギー移行において
デジタル化を促進可能であると発言

 独政府はデジタル変革を推進するために金融セクターにおけるブロックチェーンの活用
を含む5つのアクションを提示

連邦経済エネル
ギー省(BMWi)

https://www

.bmwi de/R

edaktion/D

E/Pressemi

tteilungen/2

019/20190

918-

bundesregi

erung-

verabschie

det-

blockchain-

strategie.ht

ml

ブロック
チェーン：
本分野を
別の人に
任せることは
不可能

9月19日 VDE | DKEは国際的に見てエネルギー部門のブロックチェーン分野の
標準化における先駆者であると説明
 業界、科学、及び業界団体の専門家と協力し、VDEはタスクフォース「エネルギーブ
ロックチェーン(Energy Blockchain)」と「赤い糸を通したテーマブロックチェーン(Roten 

Faden durch das Thema Blockchain)」を発表
 VDE | DKEシステム委員会「スマートエネルギー」を設立：

• 委員会の専門家は、連邦経済技術省（BMWi）、連邦安全保障局（BSI）、
EU委員会及びその他関連する国内外の利害関係者と緊密に連携し、エネ
ルギー部門に必要な基準を策定

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik e.V.（VDE）

https://www

.vde com/d

e/presse/pr

essemitteil

ungen/bloc

kchain-

technologie

-

strategisch-

foerdern

空中風力
エネルギー：
風力タービン
のリソースを
節約すること
で効率を
向上

9月25日 VDE | DKEは、空中風力エネルギーシステムに関する標準、アイデア、実装
間のインターフェースに関し中心的な役割を果たしていると発表
 VDE | DKE Energyは空中風力エネルギーシステムを環境に優しいエネルギー供給に
統合可能とする規範と標準を開発

 開発背景：
• 再生可能エネルギー法（EEG）により、化石燃料の供給を長期的に制限
• 空中風力発電は、高度の風を最大限に活用し発電。
従来の風力タービンと比較し大幅に少ない材料で設計可能

 VDE|DKEは、電力供給のインテリジェント電力グリッド変換研究及び政策を支援

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www

.dke de/de/t

hemen/ene

rgy/airborn

e-wind-

energy-

effizienz-

ressourcen

-

flugwindkra

ftwerke
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米国 ULは
Tamaulipas 

Energy 

Commission
とメキシコエ
ネルギー省
と共同で
"Wind Atlas 

of the State 

of 

Tamaulipas"
を開発

7月1日 ULは、メキシコエネルギー省及びEnergy Commission of the State of 

Tamaulipas (CETAM)と"Wind Atlas of the State of Tamaulipas"を共同
開発

 Wind Atlas of the State of Tamaulipas概要：
• メキシコタマウリパス州の再生可能エネルギーの使用拡大を目的として作
成された風力エネルギーマップ

• 気候数値予測モデルにより作成、地域のプロジェクト開発者から得られた
実際のデータにより検証及び調整を実施

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://www

.ul com/ne

ws/ul-

collaborate

s-

tamaulipas-

energy-

commissio

n-and-

mexico%27

s-ministry-

energy-

develop-

wind-atlas

ASTM 

International
は、Gulf 

Downstrea

m 

Association
にメンバーと
して参加

7月12日 ASTMは、Gulf Downstream Association（GDA）にKnowledge Partner
メンバーとして参加

 GDA概要：
• 本拠地：バーレーン、マナマ
• 2016年7月、バーレーン王国の内閣令により、設立された非営利団体
• 湾岸諸国の川下国営石油企業のネットワークとして、下記4社の出資により
設立
• Saudi Aramco, Kuwait Petroleum International (KPI)、Bahrain 

Petroleum Company (BAPCO)、Kuwait National Petroleum 

Company (KNPC) 、Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

• エネルギー業界に関するナレッジやベストプラクティスの共有による、産業
振興を企図

 ASTM関係概要：
• ASTMは湾岸地域の標準化機関と複数のMoUを締結
• 毎年、湾岸地域で開催されるイベントを支援

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://www

.astm org/n

ewsroom/a

stm-

internationa

l-joins-gulf-

downstrea

m-

association

-member
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https://www.astm.org/newsroom/astm-international-joins-gulf-downstream-association-member


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギー
マネジ
メント

米国 インドでの
USTDA、
ANSI＆CII
ワークショッ
プはクリーン
エネルギー
を
強調：データ
センターと
グリーンビル
ディング

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップを開催
（7月15～16日＠インド、ハイデラバード）

 SCCP フェーズII概要:

• 米国とインドの官民部門連携を促進するための包括的なプロジェクト
• スマートで持続可能な都市、水と衛生、及びクリーンエネルギーの3つの分
野において、規格、適合性評価、及び技術的規制に関する協力を強化

• USTDAが支援し、インド工業連盟（CII）とANSIが中心となり、運営
 概要：

• 全6部で構成されるSCCP フェーズIIワークショップの第3部
• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のクリーンエネルギー関係
者70名以上が集まり、データセンターとグリーンビルディングの成功及び課
題を振り返り、国際規格や法規制への対応強化を議論

• ワークショップは、Bureau of Indian Standards（BIS）と共催
 ハイライト：

• 米国とインドの建物におけるエネルギー効率向上のためのガイドブック
Buildings Innovation Guide (BIG)を正式に発表
• 米国エネルギー省（DOE）が資金提供を行い、Lawrence Berkeley 

National Labの研究者が作成
• ハイデラバード、ムンバイ、デリー、トリバンドラム、及びバンガロールの5都
市で開催される「BIGathon」イベントを通じ、インド国内でBIGを普及予定

米国規格協会
（ANSI）

Construction 

Week Online

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=c194546

c-4c75-

4985-ad6e-

82af811cba

f1

https://www

.constructio

nweekonlin

e.in/project

s-

tenders/10

491-india-

poised-to-

focus-on-

energy-

efficient-

and-high-

performanc

e-buildings-

of-the-

future-says-

building
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米国 米国 - インド
間 SCCP II
が、スマート
シティ支援の
ための技術、
標準、建築
基準に関す
るワーク
ショップを
ニューデリー
にて開催

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップへの参加を呼びかけ
（7月10～11日＠インド、ニューデリー）

 概要:

• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のスマートシティ関係者80
名以上が集まり、スマートかつ持続可能な都市及びインドの建築基準につ
いて議論

• インドでの洪水と干ばつ被害に関連し、建築基準と安全の強化が
急務であることを確認

• また、インドへの外国投資においては、標準の調和、認証、及び
コンプライアンスの遵守が重要となることを強調

 今後の予定:

• 次回SCCP IIワークショップは、スマートシティと5Gネットワーク
テクノロジーをテーマに実施予定（9月5～6日@バンガロール）

米国規格協会
（ANSI）

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=3c27390

4-0716-

4706-94c9-

83b28305c

bae
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米国 地域エネ
ルギーイニシ
アチブの
倍増

8月12日 NEMAは、米政府が主導するエネルギー関連の３つのイニシアティブに
ついて紹介

 「America Crece energy initiative in 2018」：
• エネルギーの成長、統合、セキュリティを通じた経済繁栄の促進を
目的

• 米国財務省が率い、6つの機関が関与
• 2018年にアルゼンチン、チリ、ジャマイカ、パナマと、2019年に
ブラジル、ペルー、コロンビアAmerica Crece energy initiative の
枠組み協定に署名

 「Asia EDGE」：
• インド太平洋地域全体で持続可能かつ安全なエネルギー市場を成長させ
ることを目的

• 国務省が率い、7つ機関が関与
• スマートグリッド、効率的な技術、電力支払い用のモバイルアプリに
投資することで、エネルギーセクターの近代化を支援

 「Power Africa」：
• サハラ以南の地域において、30,000メガワット（MW）以上のクリーンで効率
的な発電能力と6,000万の新規住宅及び事業接続の追加を
目的

• 2013年より開始
• NEMAはPower Africaの標準プログラムに参加し、電力の安全
システムとエネルギー貯蔵システムの技術基準の認識と採用を促進を実施

NEMA Blog https://blog.

nema.org/2

019/08/12/r

egional-

energy-

initiatives-

multiply/
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米国 ULは、風力、
太陽光予報
を提供する
ためにメキシ
コの国家
エネルギー
オペレーター
より選択

8月15日 ULがメキシコの国家エネルギーオペレーターであるCentro Nacional de 

Control de Energía（CENACE）の競争入札にて選定されたことを
発表
 ULはメキシコの風速と日射量を予測し、風力及び太陽エネルギーの予想値を算出。
その予想値によってメキシコの発電における再生可能エネルギー
資源推定を支援し、グリッド運用の改善を目指す

 ULの役割：
• メキシコの卸売電力市場に参入している既存の風力発電所や
太陽光発電所に近接した43か所の場所について、再生可能エネルギー発
電の提供を監視及び検証

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https //www.

ul.com/news

/ul-selected-

national-

energy-

operator-

mexico-

provide-

wind-solar-

forecasts

ANSIはイン
ドCII, BISと
共同で「ス
マートシティ
カンファレン
ス：5Gの
通信技術、
適用、規格」
を開催

9月16日 米国規格協会（ANSI）は、インド工業連盟（CII）及びインド規格局（BIS）と共同
でセミナーを開催。スマートシティ実現のキーとなる5G技術への理解促進と共
に、官民での5G標準化に係る知見を共有

 背景：
• 米国・インドは「スマーシティ／持続可能な街づくり」、「水・衛生」、
「クリーンエネルギー」の分野における標準化・規制策定に向けて、
2国間の協力プロジェクト「US-India Standard and Conformance 

Cooperation Program : US - India SCCP」を設置
 セミナーにおける講演・討議内容：

• 民間企業による5G活用のベストプラクティス・規格化余地の共有
• 各国の官民間でのスマートシティ・5Gに係る討議、および5G関連
規格を活用することによるスマートシティへのメリットの共有

 セミナーにおける成果：
• 5Gに係る長期的な協力体制構築に向け、Telecommunication Industry 

Association (TIA)およびTelecommunication Standards Development 

Society India (TSDSI)がMoUを締結

米国規格協会
(ANSI)

https://www

.ansi.org/ne

ws_publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=8e09de

b1-108c-

4f76-af08-

c4cc4eb26

6ea
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（9/10）
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギー
マネジ
メント

米国 ULは電池・
充電システ
ムの安全性
向上に向け
て、新たな
試験場を
設置

9月21日 Underwriter Laboratories（UL）はEV用電池・充電システムの大規模試験
場を中国に設置し、EVメーカー及び電池メーカーへの電池の試験・アドバイサ
リーサービスを提供

 背景：
• EV市場の成長に伴い、第三者によるEV用電池・充電システム試験への需
要が増加

 提供するサービス概要：
• 試験に伴うEV用電池の安全性、性能、機能性向上のための支援
（EV用電池、充電システム、グリッドへの接続器、電池モニタリング
システムを試験対象とする）

• エネルギー、安全性、サイバーセキュリティに係るノウハウの提供

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://www

.ul com/ne

ws/ul-

establishes

-new-

electric-

vehicle-

battery-

laboratory-

advance-

battery-

charging-

systems-

safety
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【情報収集結果抜粋】エネルギーマネジメント分野の標準化動向

（参考）関連記事一覧：月次レポート（7月～9月）抜粋（10/10）
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テーマ別動向把握・分析

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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 Ecommerce Europeが書簡（61の業界団体等が署名）を提出。欧州委員会の加盟国に対し、草案の改訂を要求（10月）

 チェコ、ポルトガル、オーストリア、フランスを含む複数国が規則の修正要求を提示（～12月）

欧州における個人情報保護分野に係る規制内容の検討

EUではe-Privacy規則の発行に向け、複数国から規則の修正要求が提示されており、
欧州委員会はE-プライバシー規則の修正案を提出する意向であることを表明

259

 EU一般データ保護規則（GDPR）や既存のe-Privacy指令での規定レベル以上のデータ保護の確保を企図（以下主要内容抜粋）
 電子通信データの機密性の原則についてコンテンツ・メタデータ双方を含有することを明記、双方に同等の保護を適用

 ユーザーの同意に基づかない処理が行われる可能性を排除

 トラッキングの許可が得られないことを理由にウェブサイトやサービスへのアクセスをブロックするトラッキング・ウォールを原則禁止
※但し改訂草案では、Cookieの使用に関するGDPRとの関連性を明確化（Cookie等を介しエンドユーザー端末から収集された個人データ保護に
関する一般的規則を補足・具体化）した上で、視聴者測定を目的としたCookieの使用に対する同意の免除は、特定条件に従い可能である旨規定

※また、EU加盟国が製品又はサービス販売後に顧客の連絡先情報をダイレクトマーケティング目的で一定期間使用できる可能性を導入

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 ―
（EU理事会（閣僚理事会： Council of the European Union）にて策定、作業部会（WP TELE）にて討議中）

 電子通信サービスの提供及び使用における基本的権利及び自由（特に私生活及び通信の尊重）の保護
 EU内における電子通信データ及び電子通信サービスの自由な移動の保証

規
定
事
項

（
主
要
事
項
抜
粋
）

ル
ー
ル

（草
案
）
名

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life 

and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC

(Regulation on Privacy and Electronic Communications) (COM/2017/010 final - 2017/03 (COD))
※注：2017年1月に欧州委員会（EC）により草案発表／採択後に、EU理事会（閣僚理事会）において複数回の改訂を実施。
現在まで議会の修正採決を受け、閣僚理事会が各国政府との協議等を通じ規制案の策定を継続しており、直近は、作業部会（Working Party on 

Telecommunications and Information Society：WP TELE）にて改訂案の検討を継続実施（2019年11月）

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ス
コ
ー

プ
 電子通信サービスの提供・使用に関連し実行される電子通信データの処理、エンドユーザーの端末機器に関連する情報に適用

 但し、一般・公共において利用ができない電子通信サービス、公共の安全確保のための当局による調査等の活動は除外

規
制
動
向

※また直近では、Ecommerce Europeは、書簡（業界団体等61団体が署名）を提出し、欧州委員会の加盟国に対し、e-Privacy Billの改訂を要求（10月）する等の活動あり

欧州委員会は、上記要求を踏まえ各国の意向を反映した修正案の提出を2020年前期に検討しており、規則の成立に向け進展がなされる見込み

直
近
の

関
連
動
向

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）
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Transparency & Consent Framework (TCF)

v2.0の開始 （2019年8月）
Googleによるデジタル広告目的のデータ利用に係る

業界基準の提示 （2019年8月）

260

欧州におけるデジタル広告・個人情報保護分野に係る基準策定動向

欧州一般データ保護規則（GDPR）やプライバシー尊重の高まりを受け、欧州IABや
Googleはデジタル広告での個人データ利用に係るフレームワークや基準を策定

出所：メディア等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

欧州インタラクティブ広告協議会（IAB Europe）及びIABテック
ラボが主導し、「透明性と合意フレームワーク（Transparency

and Consent Framework）Ver2.0」をリリース
（8月21日）

 【目的】 メディアと広告業界による、ターゲット広告実施に際しての
欧州一般データ保護規則（General Data Protection Regulation:

GDPR）への準拠のための業界基準作りを企図

 【策定プロセス】 パブリッシャー、メディア代理店、アドテク事業、10の
全国IAB等55超の組織による約12か月の継続的議論、EU各国の
データ保護当局との会議（9回）を経て完成
※参加パブリッシャー数は明確でないが
アクセル・スプリンガー、ガーディアン、テレグラフ
などの主要パブリッシャーは関連団体と共に
議論に積極的に関与したとの報道あり

 【要旨（抜粋）】 使用又は収集する特定の
種類のデータと、広告キャンペーンでの役割
を開示する必要があることや、同意データを
より細かく制御する必要がある旨規定
※Ver1.0から大幅変更がされており、Ver1.0を
既に採用しているパブリッシャーは新技術への
改良・実装の必要あり

Googleは、2020年第1四半期末までに、
当フレームワークとの統合を目指すことを表明

Google は、デジタル広告目的のデータ利用において、ユーザー
の決定権等に係る業界基準「Giving users more transparency, 

choice and control over how their data is used in digital 

advertising Version 1.0」を発行（8月22日）

 【目的】 既存のプライバシー制度、TCF（左記）を補完するものとして、
ユーザーにどの程度デジタル広告目的のデータ利用の決定権が
与えられるべきかの業界基準作りを企図

 【策定プロセス】 Googleにより策定・発行。
今後パブリッシャー広告主、アドテクベンダー等業界からのフィード
バックを集める予定

 【要旨（抜粋）】
• 広告表示に関し、企業はユーザーに
プライバシー設定の裁量を認めるべき

• どの個人データを、誰が、何の目的で
収集しているかをユーザーが可視化・
制御できるようにすべき

• どの企業が広告表示に責任を負い、
どのように広告のパーソナライズが
されているか、ブラウザ、ウェブサイト
設定、個別広告等複数ポイントから
アクセスできるようにすべき

• どのデータが広告の関連性判断に
使用されたかユーザーに通知すべき

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）
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直近の紛争に関する詳細情報

261

欧州におけるGDPR「忘れられる権利」を巡るハイテク企業との紛争動向

検索エンジンに対するGDPR「忘れられる権利」の他地域への適用について、
EU司法裁判所（ECJ）はGoogleに義務はないとの判決を発表

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

法廷闘争
の背景

EU司法
裁判所

（ECJ）による
判決

今後の対応

 仏データ保護当局CNILは、Googleに対しEU市民の
「忘れられる権利」を世界全体へ適用するよう要請
（2015年）
 EU市民に係る誤情報や名誉棄損につながる検索結果を、
世界全体から排除する必要性を主張

 加えて、Googleに罰金10万ユーロを要求

 要請を受け、GoogleはEU地域内で「忘れられる権利」
を適用するが、EU域外では適用しないとするGeo-

Blocking機能を導入
 EU圏内で排除された検索結果はEU域外で通常通り表示
 罰金についても支払わない方針を表明

 EU司法裁判所（European Court of Justice : ECJ）は
GoogleにEU域外からの検索に忘れられる権利を
適用する一般的な義務はないとの判決を発表

 言論の自由を守る英国のNPO Article 19、Microsoft、
Wikipedia等多くの企業・団体は当該判決を評価

 CNILは当該判決を不服として、控訴を予定

Appleに対しアイルランド政府に働きかけ、長期に
わたり、脱税してきた疑いが浮上（2016年8月）
• EUは罰金130億ユーロを要求（現在裁判中）

FacebookはWhatsAppの買収に係る不正情報の
公開により、EU買収法に違反（2017年5月）
• EUは罰金1億ユーロを要求

Googleは自社検索エンジンの製品比較機能に、
自社ショッピングPFを優先して掲載（2017年6月）
• EUは罰金24億ユーロを要求

GoogleはAndroid端末上で、検索における自社
関連アプリの順位を利己的に操作（2018年7月）
• EUは罰金43億ユーロを要求

Googleは自社検索エンジンに競合検索エンジンに
係る情報・広告の表示をブロック（2019年3月）
• EUは罰金14億ユーロを要求

Amazonに対しEC加盟店の顧客データを自社製品
の販売促進に活用している疑いが浮上
• EUは調査開始を発表

GoogleはEU域外からの検索に「忘れられる権利」を
適用する義務はないとEU司法裁判所（ECJ）が発表
（2019年9月）
• 仏データ保護当局CNILへ罰金を支払わない方針

E
U

対G
A

F
A

の
紛
争
を
巡
る
主
要
出
来
事

“Currently, there is no obligation under EU law, for 

a search engine operator who grants a request for 

de-referencing made by a data subject... to carry out 

such a de-referencing on all the versions of its 

search engine,“ (ECJ発言から抜粋）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）
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Googleによるデジタル広告・個人情報保護分野における取り組み動向

Googleは、トラッキング技術への対策、ユーザープライバシー保護への取り組み強化
を目的とし、「Privacy Sandbox」の開始を発表

出所：米国ホワイトハウスHP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

Googleはユーザーデータ取引に関し、データ保護当局からの重点調査対象に
 仏データ保護機関CNILは、GDPR違反として、Googleに5,000万ユーロ（約59億円）の罰金支払いを命令（2018年）

 アイルランドのデータ保護委員会（DPC）も、プライバシー重視のウェブブラウザ開発を行うBrave社からの苦情を受け、
Googleを調査中（2019年現在）

当局の指摘・調査を受けGoogleは、プライバシー設定の更新やCookieによるトラッキング設定変更を実施
 Webサイトオーナーや広告主がユーザーに関連性の高い広告を表示するために使われるトラッキング技術が、当初の設計意
図を超越していると指摘。そのうえで、Chromeブラウザのプライバシー設定を更新し、Cookieによるトラッキングのブロックに
ついてユーザー選択ができるよう変更（2019年5月）

 一方、（Apple SafariやFirefox等）他ブラウザによるトラッキングへのCookie利用の全面ブロックに対しては、プライバシー
保護の手段として十分でないとして批判。フィンガープリント等技術を使用してユーザー特定を行う方法を後押し、かえって
プライバシーへの悪影響を醸成しうると指摘（2019年8月）

背景

ユーザープライバシー保護技術に関するアイデア募集及びウェブデベロッパーとの広告のパーソナライズ化を
目的とし、「プライバシーサンドボックス（Privacy Sandbox）」を立ち上げ（2019年8月）

 「Building a more private web」において、プライバシーを強化するための取り組み「Privacy Sandbox」開始を発表

 プライバシー保護とコンテンツへのアクセス双方が実現するソリューションの確立、Webプライバシーに係る
問題を抜本的に強化するための一連のオープン標準開発を目指す旨表明

 ユーザーに表示されるオンライン広告情報の透明性を高めることを目標とした実験的な
オープンソースのブラウザー拡張も開始

 その他、広告主がサイト全体の特定ユーザーを追跡できるようにすることなく、
広告主の測定ニーズに対処する方法も包含

直近（8月）

の動向

Cookie分類の改善、Cookie設定の可視化とともに、フィンガープリントをより積極的にブロック
する計画を発表。これらすべての変更により、透明性、選択、制御が向上することを期待

（Justin Schuh, director with Chrome Engineering氏コメント）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）
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中国における電子商取引（Eコマース）分野における規制及び標準化動向

中国では、Eコマース市場の発展に伴い、「11.11」に際し規制当局による市場整備・
管理等の対応が行われた他、国際標準化活動へも積極的に関与

263 出所：中国政府HP、ISO HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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(

国
内
規
制
動
向)

 中国においてはEコマースが広く普及し、特に11月11日「独身の日」には各社が大規模な販促
キャンペーンを実施

 Eコマースプラットフォーム間での競争が激化した結果、独占的な慣行が横行
 複数のECサイト運営会社や事業者が、アリババの仮想商店街「天猫（Ｔモール）」で「二者択一」の慣行が存在
するとして批判

中国は、ISO/TC 321の議長国を務めるなどEコマース領域における国際標準化にも積極的に関与しており、
直近はISO/TC 321総会を自国でフランスと共同開催（11月5日＠杭州、中国）

S
ta

n
d

a
rd

s
(

国
内
外
標
準
化
動
向)

組織名称 ISO/TC 321 Transaction assurance in E-commerce （Eコマースにおける取引保証）

直近の
活動動向

 ISO/TC 321第1回総会を開催し、中国として、グローバルなeコマースの接続性を促進し、
よりオープンで公正で秩序の形成を進める方針を表明（11月5日＠杭州、中国）
 国家市場監督管理局、中国共産党のメンバーらも出席

体制  議長：中国（Mingshun Song氏） 幹事（主）：中国（SAC）／幹事（ツイニング）：フランス（AFNOR）

スコープ
 Eコマースにおける取引保証及びその前後のプロセス
 対象となる論点は、取引保証のプロセスや消費者権利の保護、国際取引における品質検査、配送の保証を含む

背景

政策・規制
実施概要

 国家市場監督管理総局（SAMR）は、Eコマースプラットフォーマーに対し
独占的な商習慣を廃止するよう要求
 「独身の日」を前に、独占提携契約への署名を強要するなどの行為を止めるよう要求

 四川省の市場監督管理局などが、Eコマース企業に法令順守やユーザー保護等を徹底するよう要求
 四川省の関連8部局が「11.11」ネットワーク集中管理ガイダンス会議を開催し、出席した企業に対し法規則の
順守やユーザー保護等を徹底するよう要求。また、市場監督部門に規制・管理の強化を要求

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）
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欧州 来るEUリー
ダーが新規
AI、データ使
用法に
ついて計画

9月3日 Wall Street Journalは、欧州委員会が新しいリーダー就任の準備と
並行し米国の大手ハイテク企業を対象としたデータ使用に関する調査を実施
していると報道
 Ursula von der Leyen次期首相とそのチームは、11月1日の就任後100日以内に、AI
を管理する新規規制を制定し、Facebookのようなハイテク企業による
ビッグデータの使用方法について提示する予定であると発表

 すでにMargrethe Vestager委員主導の下で大規模な技術調査が開始されており、今
後企業は数百万ドルの罰金を支払う可能性有

 調査内容（抜粋）：
• Amazon：Amazonが自社サイトで販売している小売業者から収集したデー
タの使用について、EU競争規則に違反しているとしてEU当局が調査

• Google：EU当局は、Googleが検索結果で自社の比較ショッピングサービ
スを宣伝することで支配的な地位を濫用したとして2017年6月に26億7000
万ドルの罰金を請求
• 上記罰金を含めGoogleは既に3回にわたってEU当局の調査により94
億ドルの罰金が科せられており、さらに、現在EU当局は4回目の調査を
実施中。

PYMNTS.com

COMPLIANCE 

WEEK

https://www

.pymnts.co

m/news/int

ernational/2

019/incomi

ng-eu-

leaders-

plan-new-

ai-data-

use-laws/

https://www

.complianc

eweek.com

/technology

/european-

commissio

n-still-

gunning-

for-big-

tech/27661.

article
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欧州 IABは、
Googleが
（ついに）
来年参加
する同意
フレームワー
クをローンチ

8月21日 IAB Tech LabとIAB Europeは、GDPRに準拠したターゲット広告に
関する業界フレームワークTransparency＆Consent Framework（TCF）2.0
をリリース（8月20日）
 Googleは、2020年第1四半期末までに、フレームワークとの統合を目指す

 TCF2.0概要：
• 同意事項の収集・割り当てのためのパブリッシャーの入札ストリームオプ
ションを大幅に拡張

• 企業の使用又は収集する特定の種類のデータと、広告キャンペーンでの役
割の開示を義務化

Ad Exchanger https://adex

changer.co

m/online-

advertising/

iab-groups-

launch-tcf-

2-0-a-

consent-

framework-

google-will-

finally-join-

next-year/

Googleは、
デジタル広
告用に収集
されたデータ
に関するより
厳格な基準
を提案

8月22日 Googleは、デジタル広告を目的として収集されたデータに関し、
ユーザーが持つべき制御に関する業界標準策定の提案を発表

 提案概要：
• 広告の配信に関して、ユーザーがデータのプライバシー設定をより
細かく制御可能にすることを提案

• パブリッシャー、広告主、広告技術ベンダー等、業界関係者からのフィード
バックを収集

 目的：
• メディア及び広告関連ビジネスが、Internet Advertising Bureau Europeと

IAB Tech LabによるGeneral Data Protection Regulationの要件を満たす
こと
• Googleの提案はIAB主導の既存のプライバシーフレームワークを
補完

DIGIDAY https://digid

ay.com/me

dia/google-

proposes-

tighter-

standards-

around-

data-

collected-

for-digital-

ads/
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https://adexchanger.com/online-advertising/iab-groups-launch-tcf-2-0-a-consent-framework-google-will-finally-join-next-year/
https://digiday.com/media/google-proposes-tighter-standards-around-data-collected-for-digital-ads/
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米国 Googleが広
告の透明性
のための
オープンソー
スブラウザ
拡張機能を
開始

8月22日 Googleは、ユーザーのプライバシーを保護しつつ、最適な広告を表示
するためのイニシアチブPrivacy Sandboxを提案

 背景：
• Webサイトオーナーや広告主がユーザーに関連性の高い広告を表示する
ために使われる技術が、オリジナルの設計意図を超越

 Privacy Sandbox概要：
• Webプライバシーを根本的に強化するための一連のオープン標準を開発
するイニシアチブ

• 当イニシアチブにより、ユーザーに表示されるオンライン広告情報について、
透明性を高めることを目的に実験的なオープンソースの
ブラウザー拡張機能を開始

Threat Post https://threa

tpost.com/g

oogle-

launches-

open-

source-

browser-

extension-

for-ad-

transparen

cy/147634/
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欧州 「忘れられる
権利」訴訟で
グーグルが
勝利、適用
はEU圏限定
に

9月28日 EU司法裁判所（ECJ）は、GoogleにはEU域外からの検索に忘れられる権利
を適用する一般的な義務はないとの判決を発表（9月24日）

 背景：
• フランスのデータ保護当局CNILは、Googleに対しEU法に反する
検索結果を、世界全体の検索結果から排除するよう要請（2015年）

• Googleは、地域ごとに検索結果を変える機能を導入し、欧州では
忘れられる権利を遵守するが、それ以外の地域では、EUの規制に
従う必要はないと主張

• CNILはグーグルに罰金10万ユーロ（約1180万円）の支払いを要求
 判決内容：

• ECJは、今後もGoogleに対し、EU圏内のユーザーが、非EU国と同じ検索
結果にアクセスできない措置を講じることを要求するものの、EU域外から
の検索については、忘れられる権利を適用する義務はない旨判決

Forbes Japan https://forbe

sjapan com

/articles/det

ail/29917
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欧州 ePrivacyを
再考する時

10月8日 COCIRは、欧州委員会（EC）に対しePrivacy規則の再検討が必要であること
を表明

 背景：
• 2017年1月、欧州連合理事会にてePrivacy規則草案について協議

 意見概要：
• 欧州委員会に対し、ePrivacy規制の再協議を提案

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and Healthcare 

IT Industry
（COCIR）

https://www

.cocir org/m

edia-

centre/posit

ion-

papers/artic

le/time-to-

rethink-

eprivacy ht

ml

ドイツ Ecommerce 

Europe は、
電子プライバ
シー規制の
新たな開始
を要求

10月11日 Ecommerce Europeは、他団体と共同で電子プライバシー規制草案
（e-Privacy Bill）の改訂を要求する書簡をEUに送付（10月8日）

 背景：
• 欧州議会は、e-Privacy Billを採択（2017年1月）しており、現在欧州理事会
においてe-Privacy Billを検討中

 書簡内容：
• 欧州委員会の加盟国に対し、e-Privacy Billの改訂を要求

• 現在の草案では、電子プライバシーの範囲、管轄権及びGDPRとの関
係等の点において法的不確実性が存在する旨を指摘

• 業界団体等、61団体が署名

Händlerbund https://www

.haendlerb

und.de/de/

news/aktue

lles/interes

senvertretu

ng/3153-

ecommerce

-europe-

fordert-

einen-

neustart-

bei-der-

eprivacy-

verordnung
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https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/time-to-rethink-eprivacy.html
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3153-ecommerce-europe-fordert-einen-neustart-bei-der-eprivacy-verordnung
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電子
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欧州 EUの運輸・
通信・エネル
ギー理事会：
E-プライバ
シー規則案
提出？

12月3日 EU運輸・通信・エネルギー理事会において、EU域内市場・サービス担当は欧
州委員会がE-プライバシー規則の修正案を提出する意向であることを表明

 背景：
 これまで、Eプライバシー規制に関しては、数度合意が得られず議論がとん
挫

 チェコ、ポルトガル、オーストリア、フランスが規制の修正要求を提示
 理事会会合の概要：

 EU域内市場・サービス担当（EU Commissioner of Internal Market and 

Services）は、これまでの議論の上に修正案を作成することを表明
 欧州委員会は、E-プライバシー規則の喫緊性を踏まえ、各国の意向を反映
した修正案を2020年前半に提出することを検討

Ecommerce 

Europe

https //www.

ecommerce

-

europe.eu/n

ews-

item/teleco

mmunicatio

ns-council-

will-there-

be-a-new-

eprivacy-

proposal/
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https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/telecommunications-council-will-there-be-a-new-eprivacy-proposal/
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中国 「Eコマース
取引製品の
品質オンライ
ン監視基準」
等の重要な
国家標準を
義鳥市で
発行

10月20日 国家市場監督管理総局（SAMR）と国家標準化管理委員会（SAC）は
「Eコマース取引製品の品質オンライン監視基準」等の国家規格の発行を承認
（10月20日）
 Eコマースの他、製造、環境保護、社会サービス、電子情報、ホームサービス、
農業安全保障等に関する規格を発行

 「Eコマース取引製品の品質オンライン監視基準」概要：
• Eコマース取引製品の品質リスク警告に関するサポート及び消費者の権利
保護を目的

• オンライン監視に関する主要な活動及び保証に関する要件を規定
 その他発行された規格（例）：

• メガネフレーム測定システムと用語
• プロフェッショナルアパレル検査規則
• 電気食品加工機器の性能試験方法
• 家庭用回転式乾燥機の性能試験方法
• 重機の一般技術条件
• 製品の水フットプリントの評価と報告
• 雇用者のための知能、精神的および重度の身体障害者のケアに
関する規則

• 情報技術の効率的なマルチメディアコーディングパート1：システム

国家標準化
管理委員会
（SAC）

http://www.

sac.gov.cn/

xw/bzhdt/2

01910/t201

91022 343

815.htm
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中国 中国当局、
ECサイトに
独占的慣行
の停止を
要求

11月6日 国家市場監督管理総局（SAMR）は、11月11日を前に、アリババやJD.com等
のネット通販大手に、独占的と見なされる可能性のある慣行を停止するよう
警告
 国家市場監督管理総局は、ECサイトを運営する20社以上と会合を開き、出店
事業者が競合サイトで商品を販売するのを阻止するために独占提携契約への
署名を強要する慣行をやめるよう要求

 複数のECサイト運営会社や事業者が、アリババの仮想商店街「天猫（Ｔモール）」で「二
者択一」の慣行が存在するとして批判

Reuters https://www

.reuters co

m/article/us

-china-

alibaba-

singlesday/

china-

regulator-

warns-e-

commerce-

platforms-

to-stop-

monopolisti

c-practices-

idUSKBN1

XG1KP

「ダブル11」
へ向けて四
川省8部門が
Eコマース
プラットォー
ムに自主
規制を要請

11月7日 四川省の市場監督管理局、発展改革委員会、公安、商務省等8つの部門が
「11.11」ネットワーク集中管理ガイダンス会議を開催（11月6日）

 背景：
• 2018年に導入された四川省でのEコマースの取引額が同年に3.3兆元に達
し、また昨年の「ダブル11」期間中の取引量が全国7位と国内でも最高水準
を記録

 協議内容：
• 省政府がEコマース企業に対して、法律と規制、社会的責任の厳守、収益
性の考慮、内部管理の更なる改善、ユーザー情報の破棄の保証等を要請

• また、市場監督部門に対し、「ネットソードアクション（オンライン市場に対す
る規制）」及びプラットフォームの特別管理を実施するよう要請

• 四川省消費者協議会が、消費者の正当な権利と利益を保護の方法につい
て提案

• 省ネットワークビジネス協会が、業界の自己規律を強化し、行動を
標準化し、正しく運営するためのイニシアチブを発行

 参加者：
• 四川省及び他省内の主要なEコマースプラットフォーム企業28社、
中規模Eコマース企業14社から80人以上

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/df/201

911/t20191

107 30825

4.html
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https://www.reuters.com/article/us-china-alibaba-singlesday/china-regulator-warns-e-commerce-platforms-to-stop-monopolistic-practices-idUSKBN1XG1KP
http://www.samr.gov.cn/xw/df/201911/t20191107_308254.html
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電子
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中国 Qin Yizhi
国家市場監
督管理総局
副局長が
ISO / TC321
（Eコマース
のトランザク
ション保証）
の第1回
会議に出席

11月7日 ISO / TC321（Eコマースのトランザクション保証）の第1回会議を中国と
フランスが共同で開催（11月5日＠杭州、中国）

 会議概要：
• 浙江省人民政府Wang Wenxu副知事、ISO事務局Stefan Marinkovic氏、
フランス規格協会（AFNOR）Alain Costes氏ディレ
クターがスピーチ

 参加者：
• ISO / TC321メンバーや国内の技術専門家など200人以上

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/201

911/t20191

107 30826

4.html
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中国 市場監督管
理総局が消
費の保護政
策および消
費者の個人
情報侵害に
対する特別
措置に関す
る記者会見
を実施

11月18日 市場監督管理総局（SAMR）が消費の保護政策および消費者の個人情報
侵害に対する特別措置に関する記者会見を実施（11月18日）

 背景：
• 今年3月に消費者保護政策「守护消費」を開始、それに伴い今年

4月から9月まで、消費者の個人情報に関する違法行為に対する特別執行
措置を実施

 特別執行措置 実施概要：
• 期間中、国家市場監督管理総局は、ローンファイナンス、教育、
保険宿泊、テレマーケティング等の業界において、消費者の同意なしに個
人情報の収集または提供した企業に対して、消費者を
侵害する個人情報合計1,474件の違反を調査し、3万6,092万点の情報の
押収、1万9,446万元の罰金、3,536件の行政面接等を実施

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/xwfbt/

201911/t20

191118 30

8613 html

市場監督
ネットワーク
を強化する
天津市場監
督委員会は、
電子商取引
プラット
フォームに
法廷義務を
定義

11月27日 天津市市場監督委員会は、オンライン市場の監視強化のため、Eコマース
プラットフォームの責任に関する特別措置の実行を決定

 特別措置概要：
• 消費者の権利や利益を侵害する可能性のあるEコマースプラットフォーム
が対象

• 消費者保護の観点から、監視を強化する施策を実施（以下、例）
• プラットフォーム運営者による不適切なレビューの有無及び
情報開示義務履行状況の確認

• 知的財保護、消費者保護等の観点によるプラットフォーム管理状況の
確認

• 監視強化を目的とした登録制度や認証取得支援の促進
• 書簡送付や立入検査も含めたEコマース法遵守の促進

• 違反の是正がなされない場合は、罰則処分あり

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/df/201

911/t20191

127 30886

7.html
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【情報収集結果】電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(4/6)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（6/8）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）
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出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201911/t20191118_308613.html
http://www.samr.gov.cn/xw/df/201911/t20191127_308867.html
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テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 杭州で開催
された2019
年中国Eコ
マース品質
および標準
構築サミット

11月29日 「2019年中国電子商取引品質および標準構築サミット」が開催
（11月29日@杭州、中国）

 背景：
• 国内「電子商取引法」の施行より約1年が経過

 イベント概要：
• 「より良い生活を送る規格」というテーマに基き、全国Eコマース品質管理標
準化技術委員会（SAC / TC563）が主催

• 中国国内及び国際的な電子商取引の動向に関して、標準化、国際化、品
質管理、広報等に焦点

中国经济网
http://www.

ce.cn/cysc/

newmain/y

c/jsxw/2019

11/29/t201

91129 337

38917 shtm

l

全国電子ビ
ジネス標準
化技術委員
会（SAC / 

TC 83）2019
年次総会が
開催

12月3日 全国電子ビジネス標準化技術委員会（SAC / TC 83）2019年次総会が開催
（11月24日＠中国 厦門）

 協議内容：
 参加者がメンバーの解任と新メンバーの選挙を実施
 すでに発行されたSAC/TC83に関連する規格のレビューを実施し、
修正案を提案

 参加者：
 委員会メンバーや関連部門の専門家40人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https //www.

cnis.ac.cn/b

ydt/zhxw/20

1912/t2019

1203 4907

8.html
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【情報収集結果】電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(5/6)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（7/8）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）
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出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/201911/29/t20191129_33738917.shtml
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191203_49078.html
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【情報収集結果】電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(6/6)

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（8/8）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 浙江省市場
監督管理局
がEコマース
コンプライア
ンスレビュー
レポートを
発行

12月13日 浙江省市場監督管理局は「2019年 Eコマースプラットフォームコンプライアン
スレビューレポート」を発行

 目的：
 オンライン取引のさまざまな問題を解決するための新たな方法とアイデア
の探求

 レビュー対象企業：
 Feizhu、Koala、Yunji、Beidian、Weiyi、Taobao

 レビュー結果：
 プラットフォームの法令遵守状況が年々改善されており、明らかな違法行
為は発見されていないが、課題も散見（以下、主な課題抜粋）
 法律で規定されている信用評価などのルールが未策定
 個人情報保護規則やプライバシーポリシーが未策定
 販売者のエントリの確認が厳密ではなく、管理ライセンスの資格を確認
する要件が未設定

 製品の購入を評価が機能が未構築
 払い戻しプロセスが複雑

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //www.s

amr gov.cn/

xw/df/20191

2/t2019121

3 309205.h

tml

7-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.samr.gov.cn/xw/df/201912/t20191213_309205.html
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テーマ別動向把握・分析

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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EUによるAI分野における標準化動向：
AIの倫理指針の発行

EUは、「人間中心」のアプローチで「信頼できるAI」を目指す方針として、人工知能
（AI）の倫理指針「Ethics Guidelines for Trustworthy AI」を公表（2019年4月）

EU

標準化
動向

信頼できるAIのための倫理指針（Ethics Guidelines for Trustworthy AI）文書名

 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG)
 52名の専門家より構成（欧州業界団体、学術機関、政府関連機関の他、SAP, Bosch,

IBM, Google等企業からも専門家が参画）

策定
組織

指針
要旨

文書
概要

策定
プロセス

 AI設計の際に人権を尊重すると共に、予期せぬ危害を回避するための原則7項目を規定

 ECは、AI戦略を公表（2018年4月）に基づき、上記AI HLEGを組成（2018年6月）
 AI HLEGは倫理指針のドラフトを作成し、原則10項目を打ち出し（2018年12月）
 （10項目→7項目へのスリム化等）改訂作業を経て本倫理指針を公表（2019年4月）

人間の監督
• AIシステムは、人為作用と基本的権利を尊重することによって公平な社会を
実現すべき。人間の自律を縮小、制限、または誤らせるものであってはならない

信頼できる安全性
• 信頼できるAIには、安全性、信頼性、および堅牢性を確保するためのアルゴリズムが必要
• AIシステムのすべてのライフサイクルにおけるエラーや矛盾に十分に対処できるべき

プライバシーとデータ保護
• 市民は自分のデータを完全にコントロールできなければならず、傷つけたり、差別するために
使われるようなことがあってはならない

透明性
• AIシステムのトレーサビリティ（追跡可能性）は保証されているべき

多様性、被差別、公平性
• AIシステムは、あらゆる範囲の人間の能力、技能、および要件を考慮し、アクセシビリティを確保すべき

社会、環境の幸福
• AIシステムは、建設的な社会の変化を促進し、持続可能性と環境保護の責任を増強するために使用されるべき

説明責任
• AIシステムと、その結果に対する責任、及び説明責任を確実なものにするための機構を整備すべき

※上記要件を満たしているか確認するための「評価リスト」も記載

1

2

3

4

5

6

7

テーマ別情報詳細 共通

出所：公開情報に基づきDTC作成
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EUによるAI分野における標準化動向：
パイロット事業の実施・完了

EUは企業・研究機関の参加により、AI倫理指針の運用について確認を行うパイロット
フェーズが完了したことを発表、今後のガイドライン修正に活用される見込み

「AI倫理指針」自体に法的拘束力はないものの、EUにてAIの人間的・倫理的側面に係る法案の検討等も示唆されている
ことから、今後関連ステークホルダ間で合意形成がなされれば、EU関連法律制定の際の土台となる可能性あり

パイロット
プロジェクト
目的

 AI技術を開発、適用するに際し、ステークホルダにアセスメントリストを試行してもらい、フィードバックを
集積することで、「人間中心のAI」についての国際的な合意形成を促進
 今後G7やG20 等の国際会議において議論を盛り上げることも想定

パイロット
プロジェクト
実施概要

 ステークホルダを巻き込んだガイドライン試行のためパイロット事業を推進（2019年12月迄）
 アセスメントリストに基づく試行に基づくフィードバックを受付（6/26～12/1）

 上記パイロット事業と並行し、ステークホルダに対する継続的助言、開発活動を促進
 ECとしてアウトリーチ活動を展開。加盟国ステークホルダへガイドライン説明を実施し、意見収集の機会を準備

出所：公開情報に基づきDTC作成

Piloting Process案内HP（イメージ）

パイロットプロセスへの登録は、欧州のみならず、日本

含め世界中から可能
アカデミア、企業、ローファーム、業界団体、専門家組織等
あらゆるステークホルダからフィードバックを受け付け

パイロットフェーズ中に、700団体の任意参加者が、
アセスメントリストに対してフィードバックを提供

今後の予定

 フィードバックに基づき、修正版が欧州委員会（EC）へ提出される見込み（2020年初頭予定）
 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence （AI HLEG）が、ステークホルダとの詳細レビュー、全フィードバック
の評価を実施（2019年内）、組織のAI倫理ガイドラインへの準拠状況のアセスメントに係る改訂版を欧州委員会（EC）
に提出予定（2020年初め）

テーマ別情報詳細 共通
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EUによるAI分野における標準化動向：
関連White Paper及びガイドラインの発行

（参考）英国規格協会（BSI）、欧州議会シンクタンクEPRSは、AI分野に関するWhite

Paperや倫理ガイドラインを発行（2019年9月・10月）

【報告・提言内容（抜粋）】
 これまでに国際機関、各国政府、テクノロジープロバイダー等
により作成・発行されたAI分野におけるガイダンスには、内容
の分裂やアドバイスの重複が生じており、規格（Standard）の
統合と規制（Regulation）の一貫性の担保が必要であることを
提示

 過去2年間において、OECD等の国際機関において、40以上の
ガイダンスペーパーが発行又は開発されていることを紹介

 国際的なガイダンスが発行される一方、テクノロジープロバイダー
により、時に矛盾するガイダンスも作成されていることを指摘

 ガイダンス作成のワークロードとアウトプットペーパーの重複双方
を回避するため、標準の統合と規制の一貫性を要求

【策定・発行者】
 英国規格協会
（British Standards Institution：BSI）

AI関連ルール・政策に係るWhite Paperの発行
（2019年10月1日）

AI倫理に関するガイドラインの発行（2019年9月）

【名称】
 「BSI White Paper – Overview of 

standardization landscape 

in artificial intelligence」

【策定・発行者】
 European Parliamentary 

Research Service（EPRS）

【名称】
 「EU guidelines on ethics in 

artificial intelligence: Context 

and implementation」

出所：BSI HP、EP HP、その他公開情報に基づきDTC作成

【規定内容（抜粋）】
 域内におけるAI製品及びサービスの設計、開発、展開、実装、
使用において推奨される倫理規則の認識を高めることを目的
とした要件・推奨事項を提示

 実装上の課題を特定し、ソフトローとしてのガイダンス化、標準化、
規制化等を含むEUにおいて想定される将来の行動について提示

 特に英国における顔認証に関連したバイオメトリクス技術について
は複数回言及

 また米国・中国等他国において策定中のAIに係る倫理的枠組み
のレビューも記載
※欧州の価値・原則としての「人間中心」のアプローチに基づき、人工知能に
おける倫理的使用に関する一連のガイドラインとして発表。
なお、2019年4月にEU High-Level Expert Group on AIにより発行された
「Ethics guidelines for trustworthy AI」とは別の文書

テーマ別情報詳細 共通
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EUによるAI分野における標準化動向：
ETSIにおけるAI関連新組織の設置

（参考）欧州電気通信標準化機構（ETSI）は、新たな産業仕様作成グループ（ISG）と
してAI保護に係る「Security Artificial Intelligence （SAI）」を設立

Industry Specification Group (ISG): Securing Artificial Intelligence (SAI)名称

設立目的

 人工知能（AI）の安全を確保するためのベースラインとして機能する技術知識・仕様を開発し、ICT関連産業全般において
AIの展開・普及により生じる脅威を軽減（特に、下記3つの側面へ対処）
 AIの攻撃からの保護 （例：AIが防御を必要とするシステムのコンポーネントである場合
 AI問題に対する緩和 （例：AIが「問題」となる場合、或いは他の攻撃ベクトルを改善及び強化するために使用される場合）
 AI活用による他からの攻撃に対するセキュリティ対策の強化： （例：AIを「ソリューション」の一部として、従来の対策を改善及び
強化するために使用する場合）

活動内容

 グループの初回会議（10月23日）において、下記3つの主要活動を確認

1. AI脅威に関するオントロジー（AI Threat Ontology）
• AIにおいて脅威と見なされるものと、従来のシステムに対する脅威との違いを定義
• サイバー及び物理的セキュリティのコンテキストで用語を定義し、多様なステークホルダ・複数の業界にわたる用語を調整

2．AI問題ステートメントの保証（Securing AI Problem Statement）
• ETSI NFVのスコープを定め、NFVインフラストラクチャの「設計によるセキュリティ」実現の上で影響力のあるETSI GS NFV-SEC 

001「セキュリティ問題ステートメント」に基づきモデル化
• 推奨されるアクションとともに、潜在的なAIの脅威について定義及び優先順位付けを実施

3．データサプライチェーンレポート（Data Supply Chain Report）
• AIをトレーニングするためのデータのソースとして現在使用されている方法を要約
• データ共有プロトコル開発のための既存イニシアチブをレビューし、共有データ、情報、フィードバック、および機密性の機密性を確
保するための標準の要件を分析

出所：ETSI HP、公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

※上記活動により影響を受けるステークホルダとして、エンドユーザー、メーカー、オペレーター、政府を特定

位置づけ
 ISG（産業仕様作成グループ：標準化の前段階の検討を実施するグループ）として、AIからの／に対する脅威を特定・ブロッ
ク・中和、セキュリティを強化するための技術標準（TS）や、緩和メカニズムのベストプラクティス・推奨事項等を検討

構成
 ―（詳細非公開）
但し、設立メンバーにBT、Cadzow Communications、Huawei Technologies、NCSC、Telefónicaを含む

テーマ別情報詳細 共通
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ドイツによるAI分野における標準化動向：
政策に基づく標準化活動の全体像

（参考）ドイツVDE｜DKEは、連邦政府による「人工知能（AI）のための国家戦略」に
基づき、AIアプリケーションに係る標準化の検討を進めている

域内標準化動向

国内関連
政策動向

国内
標準化
活動動向

出所：CEN/ CENELEC HP、European Commission Circular Economy, EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

ドイツ連邦政府は、国際競争力の強化等を目指し、「人工知能（AI）のための国家戦略」を発表（2018年11月）
 また当国家戦略に基づき、連邦議会は調査委員会「人工知能ｰ社会的責任と経済的、社会的、生態学的可能性」を設置
 AI戦略に係る12のうち1つとして標準化を提示。産業界との協力・国家標準化機関との連携を通じ、
国家・欧州・国際レベルで、AI分野の標準化に取り組むため、下記目標を設定
 AIの用語、分類及び倫理的側面の標準化を支援
 標準化団体におけるビジネス担当者、特に新興企業及び中小企業を支援
 国家標準化機関（DIN）と協力し、AI分野における規範及び標準化ロードマップを作成
 既存の規格とAI関連規格・ロードマップの適合性を確認
 EU各国パートナーとの調整を通じ、国際標準化機関へEUの関心をより示すため、AI標準化ロードマップを作成

検
討

内
容

信頼可能なAIのレファレンスモデルの構築を目的とし、VDE｜DKEはAIシステムのライフサイクルの
重要な側面に対処するVDEアプリケーションルールを開発のための委員会を設置

主
導

機
関

（参
考
）

関
連
標
準
化
動
向

国家戦略（上）

※1 注：倫理的側面についても検討を行うが、ロードマップの位置づけは、技術標準が倫理標準への準拠をどのようにサポートできるかを説明することであり、倫理基準自体の策定は目的に含まれない

 下記論点を解決する技術的なルールを実装することを企図し、セキュリティや機能安全要件を含む規格策定を検討
 実際に許可されるシステムは何か？

 将来重要な決定を下すべき対象者はだれか？

 AIの使用の際に従うべき「ガードレール」はどれか？

ポジション
ペーパー（上）

次
頁
以
降
詳
述

テーマ別情報詳細 共通

 DIN及びDKEが協力し、「標準化における倫理および自律型機械および車両におけるAIの標準化」
に関する標準化ロードマップを策定（2018年11月～2020年4月完成予定）
 産業・研究・政治分野の専門家と共に、既存の規範・基準の調査や倫理的側面※1の検討ワークショップ開催を通じ、
最新技術の反映・標準化のトピック／分野の特定を推進

 DINは、SME、新興企業、企業、大学、研究機関、認証機関、連邦情報セキュリティ庁（BSI）、
倫理専門家の代表者により構成される国内審議委員会「人工知能」を設立（2018年1月）
 情報技術及びアプリケーション標準化委員会（NIA）下の委員会として設置、ISO / IEC JTC 1 / SC 42にも参画

 DINとして、上記国家戦略に対応し、標準化ロードマップと既存の標準の「AI適合性」担保を目指した
ポジションペーパー「人工知能：標準化による将来のテクノロジのための革新的なフレームワーク作成」
を発行（2019年1月）

次頁以降詳述

8-a
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ドイツによるAI分野における標準化動向：
VDE/DKEによる技術的側面の検討

（参考）ドイツ電気技術者協会（VDE）、ドイツ電気技術委員会（DKE）の専門家は、AI

の安全性や信頼性等、AIアプリケーションに係る標準を検討中

委員会名

委員会
構成

出所：DIN HP等の公開情報に基づきDTC作成

DKE / AK 801.0.8 「自律/コグニティブシステムの仕様と設計」委員会

（Spezifikation und Entwurf autonomer / kognitiver Systeme）

 IEC / SyC AAL及び関連WG等のミラー委員会として活動する「DKE / K 801 システム委員会AAL（System Komitee AAL）」の下部組織
として設置され、標準化活動を推進

Johannes Koch氏（VDE）

Nicole Winkelmann氏（VDE）
担当者

目的
 AIが持つべき権限やシステム制御、意思決定等に関する課題を解消し、AIシステムのライフサイクルの重要な側面に対処す
るべく、VDEとして当分野システムのアプリケーションルール・標準を開発

活動
内容

AIアプリケーションに係るVDE規格を検討中（現在）

AIアプリケーションに係るVDE規格（案）につき、一般の意見公募を実施（2020年2月予定）

Aiアプリケーションに係るVDE規格の策定を完了（2020年Q2予定）

（委員の構成詳細は非公開）

【スコープ】

 AIコンポーネントの製品への統合手法、特にAIシステムを扱うための用語・概念、システムとアプリ
ケーションのアーキテクチャを定義

 設計からシステムの検証・認証まで、ライフサイクル全体にわたるフェーズを対象とし、
特に人間や外部環境とのやり取りに係る仕様を含む設計フェーズ（開発）に力点

【規定事項】

 物理的安全性等の保証要件（信頼性・安全性）、情報セキュリティ（セキュリティ）、ユーザビリティ
（使いやすさ）、倫理・規制上の課題など信頼性（trustworthiness）に寄与する要件を規定

 システムレベルの設計、コンポーネントの設計、統合、検証、妥当性確認、承認等のライフサイクル
に基づく開発手順、市場監視・是正・保護措置に関する要件を規定

策定
規格の
内容

規格の
策定
予定

委員

VDE | DKEによるAIシステムのライフ
サイクルにおける開発手順（イメージ）

テーマ別情報詳細 共通
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ドイツによるAI分野における標準化動向：
DIN/DKEによる標準化ロードマップの開発

（参考） DIN及びDKEは連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で、AIの標準化ロード
マップに関するステアリングコミッティを設立（2019年8月）、議論を推進中

委員会名

委員
構成

出所：DIN HP等の公開情報に基づきDTC作成

人工知能（AI）の標準化ロードマップの運営委員会

（Steuerungsgruppe für die Normungsroadmap zu Künstlicher Intelligenz (KI)）

Wolfgang Wahlster教授
ドイツ人工知能研究センター（DFKI）のチーフアドバイザーであり、連邦教育研究省（BMBF）が連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で開始し
たAIプラットフォームLernende Systemeの運営委員会も兼任

議長

目的

 AI分野における規範・基準制定に係るAIの「標準化ロードマップ」開発を行い、AIに関する不確実性軽減と共に、ドイツ経済の
国際競争力を支援

 科学、ビジネス、政治、社会の専門家により、標準化ロードマップに基づくAI側面に関する規範・標準の概要を提示し、
アクションのための明確なフレームワークを作成

活動
内容

委員

倫理とAIに関するVDE・DKE合同ワークショップを開催（7月8日-9日＠フランクフルト）
• AIシステムの要件に関する標準化の可能性に焦点を当て、技術的フレームワーク、AIの検証可能性、及び人間、機械、AI間の責任について議論

人工知能（AI）の標準化ロードマップの運営委員会を設置（8月1日）

ロードマップ開発のキックオフ（10月16日＠ベルリン予定）
• 連邦政府、運営メンバー、科学・産業・社会専門家が現行のAI開発に係る洞察を提供、多様なワークショップにて標準化ロードマップの作業開始

• AI要素、定義、分類、倫理、セキュリティ、品質等に加え、産業自動化、モビリティ/ロジスティクス、医療等業界関連のAIアプリケーションにも焦点

Digital Summit 2020にてロードマップ公開（2020年予定）

Dr. Tarek R. Besold (neurocat), Jörg Bienert (Bundesverband Künstliche Intelligenz), Dr. Julia 

Borggräfe (連邦労働社会省), Dr. Joachim Bühler (Verband der TÜV), Dr. Oliver Grün 

(Bundesverband IT-Mittelstand e. V), Matthias Hartmann (IBMドイツ), Stefan Heumann (Stiftung 

Neue Verantwortung), Prof. Jana Koehler (ドイツ人工知能研究センター）, Prof. Klaus Mainzer 

(ミュウヘン工科大学), Dr. Dirk Hecker (フラウンホーファー研究所IAIS), Dr. Christoph Peylo 

(Bosch), Alexander Rabe (インターネット経済学協会), Stefan Schnorr (連邦経済エネルギー省), 

Andreas Steier (キリスト教民主同盟, MdB), Dr. Volker Treier

(ドイツ商工会議所eV), Prof. Dieter Wegener (Siemens AG), Christoph Winterhalter (DIN※)

※DINのビジネス開発人工知能の責任者であるFiliz Elmasも、プロジェクト調整者として関与
委員会メンバーによる集合写真

（2019年8月）

テーマ別情報詳細 共通
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スウェーデンによるAI分野における標準化動向

（参考）SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国際標準化活動と
連携させ、国内委員会TK 611にて国内規格化の検討を進めている

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

人工知能の機会活用のための標準・原則の開発を
政府目標の一つとして発表
 「人口知能のための国家的アプローチ（Nationell inriktning 

för artificiell intelligens）」を発表（2018年5月）

 倫理性・持続可能性・安全性の担保されたAI活用のために
国内・国際的な規制・標準・規範との協調、開発を表明

主
導
機
関

策
定
規
格

（抜
粋
）

国際規格・欧州規格に即した国内規格の策定
を推進
 ISO/IECにおける情報技術関連規格のSS規格化

 （EN情報技術・RFID関連規格のSS規格化） 等

TK611は、原則として国際・欧州規格と協調した国内規格の策定、検討・意見発出の場として設置される委員会であり、
スウェーデン国内独自のAI関連規格の策定やその国際提案等の動きは現行ない模様

国際標準化との関係性

ISO/IEC JTC 1「Information Technology」下に
SC 42「Artificial intelligence」を設置
 幹事国：米国（ANSI）

AIに係るJTC 1標準化プログラムの主導者として、
他ISO/IECやJTC 1委員会と協力し、AI活用を検討
するシステム統合エンティティとして標準化を推進

 5つのWG及び関連するStudy Group等により構成
• WG 1 Foundational standards

• WG 2 Big Data

• WG 3 Trustworthiness

• WG 4 Use cases and applications

• WG 5 Computational approaches and computational 

characteristics of AI systems

 Pメンバー（26か国）、Oメンバー（12か国）が参画

出所：スウェーデンSIS HP、ISO/ IEC HPなど公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

国際
標準化
動向

国際規格
策定との
関係性

参画
意見発出等

スウェーデン規格協会（SIS）下の技術委員会：
SIS/TK 611
「固有の装置識別のためのシステム統合及びその
属性（Systemintegration för unika enheters 
identifiering och dess attribut）」
 5つのWGにより構成：

• SIS / TK 611 / AG 01：自動データキャプチャ
• SIS / TK 611 / AG 02：モノのインターネット
• SIS / TK 611 / AG 03：人工知能
• SIS / TK 611 / AG 04：ビッグデータ
• SIS / TK 611 / AG 05：クラウドサービス

 Ericsson、GS1、METRIA等の計14社・団体が参画

策
定
規
格

（抜
粋
）

ビッグデータの参照アーキテクチャやAIの
原則・ユースケース等に係る規格策定を推進
 ISO/IEC WD 22989 「Artificial intelligence -

Concepts and terminology」
 ISO/IEC NP TR 24030 「Information technology -

AI- Use cases」 等

参照・
反映

テーマ別情報詳細 共通
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大統領令「Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence」を発表
（2019年2月）
 行動管理予算局（OMB）に、2020年度会計予算以降AI開発へ予算を重点配分するよう指示

 米連邦機関が所有するAI関連データを民間の研究機関などに開放する上で必要な具体的手続きを検討するよう要請
 例）個人情報や機密情報などの保護方法、データの文書化とフォーマットの策定、データ編集時の安全性とセキュリティ担保

 AIが変化を与えている職業、今後の影響が懸念される職業に従事する人々に、その変化に対応可能な支援を提供

 米国発の安全規制やルールを国際標準とすることを念頭に、米国立標準技術研究所（NIST）が AIの国際ルール策定及び
標準化を主導するよう要請

背景

285

米国によるAI分野における標準化動向①：
米国NISTによるAI標準に係る計画策定

米国国立標準技術研究所（NIST）はAI標準に関連する計画を発表（2019年8月）。
当計画において、大統領令を踏まえて連邦政府機関の関与を優先させることを検討

出所：米国ホワイトハウスHP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

米国国立標準技術研究所（NIST）は大統領令を踏まえ、AI分野の技術標準化計画を公表（2019年8月）

NISTによる
AI分野
における
標準化活動

U.S. Leadership in AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and 

Related Tools 
計画名

 標準化を実施する9つの重点分野を規定
 概念と用語、データに関する規定、人間との相互関係性、指標、ネットワーク、パフォーマンス試験とレポートの作成方法、
安全性、危機管理、信頼性（精度・説明可能性・復元力含む）

 計画中における4つの推奨内容を規定
 AI規格関連の知識、リーダーシップ及び連邦政府機関間の関係を強化し、効果と効率の最大化を図る
 信頼性・再現性の高い研究を推進し、内容によって標準化可能か検討
 官民パートナーシップを支援・拡張しAI標準や関連ツールを開発・使用することで、信頼性、堅牢性の高いAIを調査
 米国の経済的及び国家安全保障のニーズに対応するAI標準を国際的に推進

計画要旨

【参考】

計画策定
までの
流れ

本計画に関するワークショップを開催、国内外からAI標準化に係る情報提供や意見を公募（2019年5月30日）

計画草案を公表し、再度産業界・学会・政府機関を含む40以上の機関から意見を公募（2019年7月2日）

本計画を策定し、商務長官が米国標準技術局 (NIST)局長を通して大統領に提出（2019年8月10日）

テーマ別情報詳細 共通
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AI分野の技術的側面において世界をリードする米国
には、海外から投資が増加
• 一方AI分野における情報の透明性を担保するために、連邦・
各州が過剰な規制をかける懸念が民間企業間で浮上

286

米国によるAI分野における標準化動向②：
AIに関する方針・原理の発行

また米国商工会議所は、AI分野における過度に閉鎖的な規制を回避するために、
連邦・各州政府に向けたArtificial Intelligence Principlesを発行

AIの使用・
規制を

管理する
方針・原理

U.S. Chamber's Artificial Intelligence Principles

10の原則を規定（以下、概要抜粋）

① Recognize Trustworthy AI is a Partnership

 AIの使用・規制における情報透明性を担保

② Be Mindful of Existing Rules and Regulations

 AIの活用と既存のルール・規制との整合性を担保

③ Adopt Risk-Based Approaches to AI Governance

 厳格な規制ではなく、リスク評価・管理によりガバナンスを維持

④ Support Private and Public Investment in AI Research 

and Development

 当該分野における官民による投資を促す優遇制度を構築

⑤ Build an AI-Ready Workforce

 労働者におけるAIリテラシーを向上

⑥ Promote Open and Accessible Government Data

 可能な限りAIの判断精度を高める政府データを公開

⑦ Pursue Robust and Flexible Privacy Regimes

 データ公開と顧客保護のバランスを担保

⑧ Advance Intellectual Property Frameworks that Protect 

and Promote Innovation

 AIに係る民間企業の知的財産権利を尊重・保護

⑨ Commit to Cross-Border Data Flows

 クロースボーダーのデータフローを阻害しないよう配慮

⑩ Abide by International Standards

 国際レベルのAI関連規格策定を促進

背景

出所： 米国商工会議所 HP等公開情報に基づきDTC作成

AIの仕様
及び規制
に係る

方針・原理
の発行

• 当該方針・原理は、AI分野における過剰・

閉鎖的な 規制（例：ソースコード提示の義
務化、データ保管の現地化等）を回避する
ことを目的に使用

• 今後連邦・各州の議会等と連携し、米国

商工会議所は当該方針・原理を基に必要
な規制・ルールづくりに参画

米国商工会議所はAIの使用及び規制を管理する
方針・原理「Artificial Intelligence Principle」
を公開（2019年9月）

• 米国商工会議所配下組織、Technology 

Engagement Center (TEC)とGlobal

Regulatory Cooperation（GRC）が
共同で発行・公開

• 50超の商工会議所の会員
企業に意見聴取を実施

検討体制・
プロセス

位置づけ

テーマ別情報詳細 共通
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国際社会におけるAIに係るルール策定動向

OECD年次閣僚理事会「人工知能に関するOECD原則」について、初のAIに係る
政府間基準として42か国が採択（2019年5月）

国際
標準化
動向

OECD年次閣僚理事会（OCED Council at Ministerial Level）
 2019年5月22日～23日@パリ開催

 テーマ：「持続可能な発展のためのデジタル変換の促進」

検討会合

OECD加盟36か国及びアルゼンチン、ブラジル、コロンビア、ペルー、ルーマニア
署名国

人工知能に関するOECD原則
（Recommendation of the Council on Artificial Intelligence）

文書名

原則
要旨

文書
概要

策定
プロセス

目的：
政府、組織、個人がAIシステムを人々の利益を最優先と考えて構築、運用し、AIシステムの設計者、運用
者にその適切な利用に責任を持たせる際の指針を与えること

信頼できるAIの責任ある普及に係る5つの原則：
包摂的成長と持続可能な発展を促進することで、人々と地球環境に利益をもたらすものであるべき
法の支配、人権、民主主義の価値、多様性を尊重するように設計され、また公平公正な社会を確保
するために適切な対策が取られるべき
人々との関わりの結果についての正当性を批判できるのかを理解できるようにするために、透明性を
確保し責任ある情報開示を行うべき
AIシステムはその存続期間中は健全で安定した安全な方法で機能させるべき、起こりうるリスクを常
に評価、管理すべき
開発、普及、運用に携わる組織及び個人は、上記の原則に則ってその正常化に責任を負うべき

 原則に加え、公共政策・国際協力に係る各国政府への5つの提言を提示

政府、学術関係、企業、市民社会、国際機関、ハイテクコミュニティ、労働組合等
（50名以上）より構成される専門家グループの指針をもとに取り纏め
 欧州委員会も後援 （EUによるAIのための倫理的指針も当検討において参考に）

1

2

3

4

5

テーマ別情報詳細 共通

出所：公開情報に基づきDTC作成
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ISO/IEC JTC 1（情報技術）における標準化活動

ISO/IEC JTC 1では、ISOとIECが共同で情報技術分野の国際標準化を進めており、
直近の総会ではTrustworthinessや新技術分野について活発に議論

288

体制

 Pメンバー35か国、Oメンバー65か国より構成 （議長：米国、事務局：米国国家規格協会（ANSI））
 当JTC下に16のAdvisory Group（AG）、 22のSub Committee（SC） 、3のWorking Group（WG）が存在

スコープ
 ISOとIEC間での重複が起こりうる情報技術分野及び関連する新技術分野の国際標準化を実施
 これまでに3218件（JTC1直轄は485件）の規格策定・発行。現在553件（JTC1直轄は26）の規格を策定中

委員会名 ISO/IEC JTC 1 Information Technology （情報技術）

出所：ISO、IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成

直近の
標準化活動
（2019年11月）

 ISO/IEC JTC 1は、インドBureau of Indian Standards（BIS）がホストとなり、総会を開催（2019年11月3日～8日）
【主要な決定事項及び成果】

• WG 13 Trustworthinessの新設
 JTC 1横断的に情報の信用性に関する報告書などを策定
 直近では、ISO/IEC TS 24462 Ontology for Trustworthiness Assessment を策定中

• Brain-computer interface （BCI） に関する取組強化
 AG 2 Emerging Technology and Innovation （JETI）がBCIに関する報告書の作成完了を報告
 AG 16 Brain-computer interfaceを設立

• Virtual Reality（VR）・Augmented Reality（AR）に関するガイドラインの発表
 AG 13 The Advisory Group for Use Cases for VR and AR based ICTがAR・VRを用いた教育・訓練のガイドラインを公表

TC横断的な論点を検討
ISO/IEC JTC 1/AG 9 Data Usage等を含む16のAGが存在

Sub Committee: SC
情報技術やデータ活用等に係る先端分野毎に標準化活動を展開
SC 41 Internet of Things and related technologies, SC 42 Artificial Intelligence等含む22のSCが存在

Working Group: WG

横断的方針や
知見を共有

更に個別具体な規格の検討、他との連携構築を企図した標準化活動を展開
WG11 Smart Cities, WG 12 3D printing and scanning, WG 13 Trustworthinessの3のWGが存在

Advisory Group: AG

Technical Committee: TC 

ISO/IEC JTC 1

次頁以降詳述

次頁以降詳述

テーマ別情報詳細 共通

画像の出所：CESI（http://www.cesi.cn/201911/5762.html）
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ISO/IEC JTC 1におけるAdvisory Group（AG）一覧※

（参考）JTC 1のAdvisory Groupには、特定の技術分野を担う組織の他、共通する
分野を担う組織が設置され連携が図られている

Advisory Group名 対象分野

AG 1 Advisory Group on Communications 共通分野 • 対内・対外発信の管理・実施

AG 2 Advisory Group on JTC 1 Emerging Technology and 

Innovation (JETI)

技術分野 • 新興技術（独立したAGが設立されていない分野を担当）

AG 3 Open Source Software 技術分野 • オープンソースソフトウェア

AG 4 Quantum Computing 技術分野 • 量子コンピュータ

AG 6 Autonomous and Data Rich Vehicles 技術分野 • 自動運転やデータを活用する乗り物全般

AG 7 Trustworthiness 技術分野 • データの信憑性、透明性、譲渡性

AG 8 Meta Reference Architecture and Reference Architecture 

for Systems Integration

技術分野 • システム連携のメタリファレンスアーキテクチャ

AG 9 Data Usage 技術分野 • データの利活用

AG10 Outreach 共通分野 • JTC 1に関連する標準化機関・団体との連携推進

AG 11 Digital Twin 技術分野 • IoT、CPS、3Dモデリング等技術を活用したデジタルツイン

AG 12 Technical Corrigenda 共通分野 • 発行済み規格の正誤表の訂正方法の整理

AG 13 Use Cases for VR and AR based ICT Integration Systems 技術分野 • VR、ARに関連するユーズケース

AG 14 Systems Integration Facilitation (SIF) 共通分野 • JTC 1内・外とのシステム連携におけるファシリテーション

AG 15 Standards and Regulations 共通分野 • ポリシーメイキングにおける規格活用の調査

JAG JTC 1 Advisory Group 共通分野 • AGの組織全体の業務管理
• 新規AG設立の検討

※ AG 5は不在

今回の総会において、AG 7を廃止し、新たにWG13 Trustworthinessを設置することが決定

出所：ISO、IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成

テーマ別情報詳細 共通
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ISO/IEC JTC 1/SC 42（人工知能）における標準化活動

ISO/IEC JTC 1/SC 42は人工知能に関する標準化活動を取り扱っており、
直近ではBig DataやTrustworthinessの観点から活発な議論を展開

委員会名 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence （人工知能）

 JTC 1における人工知能に関する標準化のフォーカルポイントとして、用語と定義、リスク管理、AIシステムのバイアスと信頼
性、ニューラルネットワークの堅牢性、機械学習システム、倫理的及び社会的懸念等、AIに関する幅広い分野について検討

体制

 28のPメンバー、13のOメンバーにより構成 （議長国：米国、事務局：米国国家規格協会（ANSI） ）
 2のAdvisory Group、3のAd Hoc Group、6のWorking Groupにより構成

直近の
標準化活動

 ISO/IEC JTC 1/SC 42は、経済産業省・日本情報処理学会（IPSJ）がホストとなり、総会を開催（2019年10月7日～11日）
【主要な決定事項及び成果】

• 策定中規格の要件を検討
 AI管理や倫理的側面を含む策定中規格の要件を議論し、13規格の内半数以上に関して初期草案作成が完了したことを報告

• 2つの諮問グループを新設
 SC 42/AG 1 AI Management Systems Standard (MSS)

 SC 42/AG 2 AI Systems Engineering

【（参考）個別WG（WG3 Trustworthiness）※1における活動概要】
• AIにより生成された情報の信頼性について、TC 262 Risk Management等と
協力し、AI管理や倫理的側面等について活発に議論し、TRを作成中
 ISO/IEC TR 24028, Information technology – Artificial intelligence (AI)

– Overview of trustworthiness in artificial intelligence

※1 Trustworthiness自体は、JTC 1全体でも注目されており、JTC 1直下にもWGを設置することが決定

種別 委員会名
Advisory

Group AG 1 
AI Management Systems 

Standard

AG 2 AI Systems Engineering

Ad Hoc

Group
AH G1 Dissemination and outreach

AH G2 Liaison with SC 38

AH G3 Intelligent systems engineering

種別 委員会名
Working

Group
JWG 1 Joint Working Group ISO/IEC JTC 1/SC 42 - ISO/IEC JTC 1/SC 40: 

Governance implications of AI

WG 1 Foundational standards

WG 2 Big Data

WG 3 Trustworthiness

WG 4 Use cases and applications

WG 5 Computational approaches and computational characteristics of AI systems

スコープ

出所：ISO、IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成

テーマ別情報詳細 共通

画像の出所：IEC（https //blog.iec.ch/2019/11/international-standards-committee-on-ai-ecosystem-achieves-milestone-and-launches-new-areas-of-study/）
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(機関・団体名／URL)

共通 欧州 ETSI AIサ

ミットにおい
て広い視野
から検討を
実施

4月5日 ETSI AIサミットが開催され、学界、産業界、各国政府代表、欧州委員会など
様々な分野から約200名が参加

 イベント内容
• AIの歴史解説
• 電気通信業界のAI

• Industry4.0及び製造業におけるAIと機械学習の役割
• 欧州委員会によるEUにおけるAIに対するビジョンの提示、イニシアチブや

AIを利用したツールの説明
 イベントを通じたETSI見解

• 標準は相互運用性を保証するものであり、用語との定義の確立、そしてシ
ステム化されたアジャイルガバナンス管理を可能とするために標準が必要

• 信頼できるAIフレームワークと信頼を可能にするための「認証」プロセスも
必要

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/news/158

1-2019-04-

etsi-artificial-

intelligence-

summit-puts-

things-into-

perspective?jjj

=1556171759

437

欧州委、AI

倫理ガイド
ラインを発行

4月8日 欧州委員会のAIに関するHLEG (ハイレベル専門家グループ)が、「信頼可能
なAIのための倫理ガイドライン」を策定

 ガイドラインは、「信頼可能なAI」は合法的で倫理的、堅固であるべきとして、7要件
を提示

 本7要件を遵守を確認するための「評価リスト」についても貼付
 記載内容

• 7要件の内、「プライバシーとデータのガバナンス」に関わるチェックリストに
は、AIに搭載されるシステムに関連する規格(例 ISO、IEEE)との整合性
の有無を確認すべきとの項目有

• 「信頼可能なAI」の保護と維持に有益な役割を果たす非技術的な方法の
一つとしてISO規格またはIEEE P7000規格シリーズが有効であることを
紹介

JETRO
https://www.j

etro.go.jp/biz

news/2019/0

4/17aa7120c

9481135.html
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（1/5）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（1/8）

テーマ別情報詳細 共通
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 欧州 ETSIが
セキュリティ
ウィークを
主催し成功

6月21日 ETSIがETSIセキュリティウィーク2019を開催（6月17〜21日）
 ETSIセキュリティウィーク2019はサイバーセキュリティの展望、ポリシーアクション、AI

の役割と影響、そしてダイナミックに変化するテクノロジーとユーザー行動に対する影
響に焦点をあて開催

 イベント詳細：
• 1日目：サイバーセキュリティに関し現在直面している脅威や課題に対する
見解を発表し、これらの課題に対処可能な新技術を概説

• 2日目：EUサイバーセキュリティ法の現状と、ePrivacy規制について議論。
また、クラウドサービスとIoTの認証に関する提案が標準化
団体や組織にもたらす意味について討議

• 3日目：AIに関して現セキュリティ体制と現状とのギャップを埋める
ために、新規規格策定がいかにして役立つのかを強調

• 4日目、5日目：5G、IoT、量子暗号等の分野におけるテクノロジの
急速な進歩とそれに伴うユーザーの行動や社会全体の変化が
与えるセキュリティへの影響について討議

 また、セキュリティウィーク内でETSI TS 103 645（CYBER; Cyber Security for 

Consumer Internet of Things ）がEN規格として発行されることを発表

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsroo

m/news/1618-

etsi-hosts-

another-

successful-

security-week
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（2/5）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（2/8）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 ドイツ AI and 

Industry 4.0

に関する
VDE | DKE

安全機能
会議

4月17日 機能安全に関するVDE | DKE会議において "Industry 4.0"と "Artificial 

Intelligence"の開発について討議
 AIを保護するための技術が未確立であり、更なるAI研究の必要性に同意

 討議内容
• 自動運転に対する機械学習ベースの知覚の安全性の検証
• 機能的に安全なAIへの構造化アプローチ
• ニューラルネットワークの評価における安全関連用途への適合性
• 自律及び協調システムのための機能安全

 討議を受けたDKE見解
• 自律/認知システムとAIを組み合わせた規格策定が必要

 国際規格におけるAIの状況
• ISO 26262(Road Vehicles - Functional Safety)の第2版を発行。但しAI

はスコープ外
• IEC 61508シリーズが改訂中であり、最初のドラフトが2020年に出版され
る予定。AIについて先駆的な役割を果たすことを期待

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www.dk

e.de/de/news/

2019/vde-dke-

kongress-

funktionale-

sicheheit-

industrie40-ki

倫理的問題
を検討：
標準化とAI

の標準化

4月25日 倫理的な標準化及び自律機械と車両におけるAIのための標準化プロジェクト
のキックオフイベントを開催し50名が参加(4月3日)

 背景
• 過酷な環境下での自律機械の使用や、ヘルスケアや介護分野におけるAI

の使用について議論が派生
• 技術開発におけるAIの倫理的側面の考慮が重要視され、政府も倫理的側
面を考慮に入れたAIの標準化について関心を表明

 目的
• 業界標準、研究業界、及び政治業界の専門家と協力し、技術標準の倫理
的支援方法を説明する標準化ロードマップの作成

 プロジェクト概要
• 連邦経済エネルギー省によって資金提供され、DINとVDE | DKEが運営

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www.dk

e.de/de/news/

2019/ethikasp

ekte-

beruecksichtig

en
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（3/5）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（3/8）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 ドイツ DINはAIの
ための標準
化ロードマッ
プを開発

5月14日 DINはAIの標準化ロードマップの開発プロセスを開始
 目的：

• ドイツ経済の国際競争力を支え、欧州の価値基準を国際レベルに引き上
げる、標準化及び標準化のためのフレームワークの早期開発

 内容：
• 既存の標準の概要とAIの側面に関する標準、特に今後の活動に関する推
奨事項について説明

 今後のスケジュール：
• DINは連邦経済エネルギー省(BMWi)に代わってDKEと協力し、
「標準化における倫理及び自律型機械と車両におけるAIの標準化」に関す
る標準化ロードマップを作成予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://www.di

n.de/de/din-

und-seine-

partner/press

e/mitteilungen

/din-

erarbeitet-

normungsroa

dmap-fuer-ki-

330466

VDEはドイツ
連邦議会の
Enquete 

Commission

「AI」に助言

6月5日 VDE はEnquete CommissionのAIに関する協議に招待され、
AIと標準化について助言（5月初旬）
 VDEのエキスパート2名は、Enquete Commissionの設立以来、AI分野における標準
化の他、モビリティ、サイバーセキュリティ、およびヘルスケアに関し支援

 Enquete Commissionへの支援内容（抜粋）：
• VDEのエキスパートはEnquete Commissionに招待され、安全なAIに対
する現行の課題を標準化がどのように解決可能かを概説。技術用語など
AIの定義やデータとアルゴリズムの標準の重要性について意見

• さらに、Enquete Commissionは「AIと健康」に関する意見の深化を求める
べくVDEを聴聞会に招待。VDEは「健康におけるAI」について発表し、助言

＊Enquete Commission：複雑な分野での公の談話や意思決定を導くために、欧
州議会によって定期的に設立される一時的な団体

Verband 

Deutscher 

Elektrotechnike

r (VDE)

https://www.v

de.com/de/arb

eitsfelder/politi

k/politik-

news/enquete

-kommission-

ki

294

【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（4/5）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（4月～6月）抜粋（4/8）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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https://www.vde.com/de/arbeitsfelder/politik/politik-news/enquete-kommission-ki


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 ドイツ 中小企業の
ためのAI

技術

6月13日 DINはAI2Ynetワークショップを開催予定（7月10日＠ベルリン）
 AI2Ynetプロジェクト概要：

• 正式名称：AI Apply-It-Yourself network

• 中小企業が機械学習データなどのAIコンポーネントや、より多くのビジネス
モデルや活用の機会を引き出す方法を利用するのを支援するために、AI

アプリケーション共有のための業界横断型プラットフォームを開発するプロ
ジェクト

 ワークショップにおける質問予定事項：
• AIの分野でどの標準、規格、および規制がプラットフォームの構築
および使用に関連しているか？

• AIコンポーネントとプラットフォームの機能、セキュリティ、信頼性を
どのように保証可能か？

• AIアプリケーションのセキュリティと品質をわかりやすくするための認証手
順はあるか？

ドイツ規格協会
(DIN)

https://www.din

.de/de/din-und-

seine-

partner/presse/

mitteilungen/ki-

technologien-

fuer-kleine-und-

mittlere-

unternehmen-

333372

ス
ウェー
デン

フレームワー
クはAIに
中立で安全
な基盤を
与える

5月10日 SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国内委員会TK 

611にて討議
 AIを中心とした標準化に関する作業：

• ビッグデータやクラウドサービスと同様にSISとISOの両方で進行中
 SISのAI標準化に関する見解：

• 新しい規格の開発には通常3年程度かかるが、AI分野では新しくより迅速
な作業方法を見つけることが問題になる可能性があり、持続可能なAIを保
証する規格を策定するプロセスをスピードアップする必要がある

• AIについて中国とアメリカは競合しており、政治的な駆け引きも存在する中、
国際標準化において強力な立場にあるスウェーデンは、この2か国の間で
仲介人の役割を実施

スウェーデン
規格協会
(SIS)

https://www.si

s.se/nyheter-

och-

press/nyheter/

ramverk-ger-

ai-en-neutral-

och-saker-

grund/
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共通 国際 標準化協力
はAIとスマー
トシティを
実現する

ための鍵で
ある

4月4日 ISO・IECが共同でGSC-22(Global Standards Collaboration)を開催し、AI

の発展とその影響について討議(3月25日~27日@スイス)
 AIの発展が各国及び個別の産業に与える影響について意見交換
 討議テーマ：

• AIが製品の製造・流通、ヘルスケア、スマートフォンからスマートインテリ
ジェントフォンへの移行に至るまであらゆることに与える影響

• 発展レベルに応じ、各国のニーズに適切に対応するための意見交換
• セキュリティ、プライバシー、信頼性、倫理、社会的懸念、規制に関する問
題

International 

Organization for 

Standardization 

(ISO)/

International 

Electrotechnical 

Commission 

(IEC)

https://www.is

o.org/news/ref

2381.html
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共通 国際 42カ国が
OECDのAI

に関する新
原則を採択

5月22日 OECD諸国及びパートナー諸国は、AIに関する初の国際的な政策ガイドライ
ンを正式に採択(5月22日)

 OECD加盟36カ国及びアルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、ペルー、
ルーマニアは、パリで本日から明日まで開催されているOECDの年次閣僚理事会
で「AIに関するOECD原則(OECD Principles on Artificial Intelligence)」に署名

• AIシステムが健全、安全、公正かつ信頼に足るように構築されることを目
指す国際標準を支持することで合意

 閣僚理事会のテーマ：
• 「持続可能な発展のためのデジタル転換の促進」

 目的：
• 政府、組織、個人がAIシステムを人々の利益を最優先と考えて構築、運用
し、AIシステムの設計者、運用者にその適切な利用に責任を持たせる際
の指針を付与

 OECD原則概要：
• 政府、学術界、ビジネス、市民社会、国際機関、ハイテク社会、労働組合
から50名以上のメンバーで形成された専門家グループによる指導を基に
して作成

• 信頼できるAIの5つの価値に基づく原則と5つの原則を参考
 OECDによる各国政府への推奨事項：

• 信頼できるAIのイノベーションを刺激するために、研究開発への官民投資
を促進

• デジタルインフラとテクノロジーでAIエコシステムとデータと知識の共有メカ
ニズムの利便性の向上

• 信頼できるAIシステムの普及に道を開く政策環境を創出
• 人々にAIに関わる技能を身につけさせるとともに、労働者が偏りなく転職
できるよう支援

• 情報を共有し標準を開発し、責任あるAIの報告監督義務を果たせるように、
国際的、産業部門横断的に協力

OECD

Modern 

diplomacy

https://www.o

ecd.org/tokyo/

newsroom/fort

y-two-

countries-

adopt-new-

oecd-

principles-on-

artificial-

intelligence-

japanese-

version.htm

https://modern

diplomacy.eu/

2019/05/17/w

e-need-to-

lead-

technology-

not-let-

technology-

lead-us/
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共通 国際 第3回年次グ
ローバルサ
ミットAIは、
グローバル
規模での
影響力創出
を狙う

5月28日 第3回年次グローバルサミットAIを開催(5月28日～31日@ジュネーブ)
 目的：

• AI技術の信頼できる、安全で包括的な開発とそれらの利益への公平なア
クセスを確実にすること

 討議内容：
• 教育、医療、福祉、社会と経済の平等、宇宙研究、そしてスマートで安全な
モビリティの向上におけるAIの価値

• グローバル規模を達成することを目的とした潜在的なAIソリューションを支
援するための行動を提案

 参加者
• 120カ国以上から2,000人以上が参加
• 300以上の業界の代表(例：Mirosoft, Siemens、Google、Baidu等)、50以
上の大学・政府・NGO/国際機関(赤十字、仏大統領アドバイザー、世界
チェスチャンピオン等)が講演

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://www.it

u.int/en/media

centre/Pages/

2019-

PR07.aspx
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共通 ドイツ AIのタイム
テーブルを
設定

8月2日 DINは連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で、AIの標準化ロードマップに関
するステアリングコミッティを設立（8月1日）
 BMWiは、AIの標準化に関するロードマップの策定が、ドイツ企業の
イノベーション促進及び国際市場における競争力強化に寄与することを期待

 DINは、アクションフレームワークの作成により、ドイツ及びヨーロッパのAI標準を国際
レベルに引き上げることを期待

 ステアリングコミッティー参画者：
• 産官学より、18のメンバーが運営として参加

 今後の予定：
• ロードマップ開発のキックオフ（10月16日＠ベルリン）
• Digital Summit 2020にて、ロードマップを公開

Deutsches 

Institut für 

Normung (DIN)

https://www

.din.de/de/d

in-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/weich

en-stellen-

fuer-den-ki-

fahrplan-

339898

BMWiでの
AIに関する
ドイツートル
コ間の協議

8月22日 AIに関するドイツートルコ間協議を開催
（8月22日@連邦経済エネルギー省（BMWi））

 出席者：
• ドイツ：Peter Altmaier連邦経済エネルギー大臣
• トルコ：Mustafa Varank産業技術大臣

 討議内容：
• AI、インダストリー4.0、デジタルトランスフォーメーション等が企業に
与える経済可能性

 Peter Altmaier連邦経済エネルギー大臣発言要旨：
• 「経済のデジタル変革を成功させるためには、データ交換や統一規格の交
換等における国際間の協力が必要不可欠」

連邦経済
エネルギー省
(BMWi)

https://www

.bmwi de/R

edaktion/D

E/Pressemi

tteilungen/2

019/20190

822-

deutsch-

tuerkische-

konferenz-

zu-

kuenstliche

r-

intelligenz.

html
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共通 ドイツ 専門家ワー
クショップ
「倫理とAI」
に関する
報告

8月19日 DKEとVDEは、倫理とAIに関する専門家ワークショップを開催
（7月8～9日＠フランクフルト、ドイツ）

 概要：
• AIシステムの要件に関する標準化の可能性に焦点を当て、技術的
フレームワーク、AIの検証可能性、及び人間、機械、AI間の責任に
ついて議論

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www

.dke de/de/

news/2019/

bericht-

experten-

workshop-

ethik-ki

AIの標準化
に関する
ロードマップ
に関する
キックオフ
イベント

8月26日 DIN及びDKEは、AIの標準化ロードマップ策定に向けたキックオフ
イベントを開催予定（10月16日＠ベルリン）

 背景：
• DINは連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で、AIの標準化ロードマップ
に関するステアリングコミッティを設立（8月1日）

 討議予定内容：
• AIの基本的な理解（AIの要素、定義、分類）
• 水平トピック（倫理、セキュリティ、品質）
• 業界別AIアプリケーション（インダストリーオートメーション、モビリティ、ロジ
スティクス、医療）

 スケジュール：
• 午前は、現在のAI開発状況に関するカンファレンスを実施
• 午後は、専門家が様々なトピック毎に集まり、ワークショップ形式にてロード
マップ策定作業を開始

Deutsches 

Institut für 

Normung (DIN)

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www

.din.de/de/d

in-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/auftak

tveranstaltu

ng-zur-

normungsr

oadmap-ki-

344594

https://www

.dke de/de/

news/2019/

die-

weichen-

stellen-

fuer-

kuenstliche

-intelligenz

AIコースの
設定：規範と
標準なしでは
機能しない

9月24日 DKEはAI標準化ロードマップのキックオフイベントを開催予定
（10月16日＠ベルリン予定）
 イベントにてDINとDKEは、連邦経済エネルギー省（BMWi）と専門家との
共同プロジェクトとして、AI分野の規範と標準へのロードマップを開発予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE) 

https://www

.dke de/de/

news/2019/

die-

weichen-

stellen-

fuer-

kuenstliche

-intelligenz
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共通 米国 NISTがAI
標準開発へ
の連邦関与
のための
ドラフト
プランを
発表

7月2日 NISTは、AI標準推進における連邦政府関与計画案へのパブリック
コメントを募集

 背景：
• AIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領令（EO）が発表
（2019年2月11日）

• 情報要請（ROI）やワークショップを通じ、関係者の意見を収集、
計画案へ反映

 パブコメ概要：
• 連邦政府に対し、4つの行動を推奨

• 連邦機関間のAI規格関連知識及びリーダーシップの調整強化
• AIの「信頼性」に関する集中的な研究の推進
• 官民のパートナーシップを支援及び拡大
• 国際的な関係者との関係構築

• 連邦政府に対し、4つのレベルでの関与を推奨
• 監視、参加、影響、標準化

米国標準
技術局（NIST）

https://www

.nist.gov/ne

ws-

events/new

s/2019/07/n

ist-

releases-

draft-plan-

federal-

engageme

nt-ai-

standards-

developme

nt

AI規格開発
における
NISTの
連邦関与
計画草案へ
の回答

7月3日 ANSIは、米国標準技術局（NIST）からのAIに関する連邦政府関与計画に対
するフィードバック要求に対し、ステークホルダーに回答を呼びかけ

 背景：
• AIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領令（EO）が発表
（2019年2月11日）

 概要：
• NISTは、"U.S. Leadership in AI: Plan for Federal Engagement in 

Developing Technical Standards and Related Tools"を発行
• ANSIは関連ステークホルダーに対し、NIST草案へのフィードバックを募集、

7月19日までに提出予定
• ISO／IEC JTC1 SC42が発行乃至は開発中のAIに関する規格を
参照

米国規格協会
（ANSI）

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=19e297

04-318b-

45ee-a3ab-

9c906d6cb

9de
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共通 米国 安全と人工
知能の未来
を推進

8月13日 AIの未来を信頼可能なものとするための取り組みの一環として、
ULがPartnership on AI (PAI) に参画

 PAI概要：
• AIの利用について研究する非営利団体。アマゾン、グーグル、Facebook、

IBM、Microsoft等の企業が参加
 PAI内でのULの役割：

• ULは安全に関する知識を活用して、安全性クリティカル
AIワーキンググループに参加

• ワーキンググループにおいて、標準開発、AIインシデントデータベース、AI
セーフティプライマー等のプロジェクトに関与

• UL担当者はUL規格をPAIの調査結果へどのように反映可能か
把握することを目的とし、全ワーキンググループにおいて広範囲に研究に
協力

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://www

.ul com/ne

ws/advanci

ng-future-

safety-and-

artificial-

intelligence
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共通 米国 計画は、AI
規格開発に
おける連邦
政府機関の
関与の優先
順位を概説

NISTは、AI
の技術標準
とツールを
開発するた
めの連邦
政府の関与
計画を公開

8月15日 米国国立標準技術研究所（NIST）はAI標準の開発において連邦政府
機関の関与を優先させる計画を公表

 計画概要：
• 名称：U.S. Leadership in AI: A Plan for Federal Engagement in 

Developing Technical Standards and Related Tools 

• 計画は大統領令「AIにおけるアメリカのリーダーシップの維持」に対応して
おり、さらにNISTの活動も参照
• （参考）NISTに対し大統領令（Executive Order on Maintaining 

American Leadership in Artificial Intelligence）を発令
（2019年2月）。これを受けＮＩＳＴが計画を策定、発表
※大統領令にて強調された内容（抜粋）：
• 技術規格において悪意のある攻撃者からの攻撃に対する
脆弱性を最小限に抑え、AI技術を使用するシステムに対する
イノベーション、公共の信頼性に対する連邦政府の優先順位を反映
することを保証

• 上記優先事項を促進し保護することを目的とし、国際標準を
開発

米国標準
技術局 （NIST）

米国規格協会
（ANSI）

https://www

.nist.gov/ne

ws-

events/new

s/2019/08/p

lan-

outlines-

priorities-

federal-

agency-

engageme

nt-ai-

standards-

developme

nt

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=249d7e

de-1c4e-

40bf-b587-

b6dda6215

8df
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共通 米国 計画は、AI
規格開発に
おける連邦
政府機関の
関与の優先
順位を概説

NISTは、AI
の技術標準
とツールを
開発するた
めの連邦
政府の関与
計画を公開

8月15日 米国国立標準技術研究所（NIST）はAI標準の開発において連邦政府
機関の関与を優先させる計画を公表
（前頁の続き）

 計画中における4つの推奨事項（抜粋）：
• 1．AI規格関連の知識、リーダーシップ、及び連邦政府機関間の調整を強
化し、効果と効率を最大化

• 2．信頼性の側面を実際に標準に組み込む方法の広範な調査と理解を促
進及び加速するため、集中的な研究を促進

• 3．官民パートナーシップを支援・拡張して、AI標準や関連ツールを
開発・使用し、信頼性、堅牢性、信頼性の高いAIを推進

• 4．米国の経済的及び国家安全保障のニーズに対応するAI標準を
国際的に推進するため戦略的に関与

 計画策定までの流れ：
• 本計画に関するワークショップを開催（5月30日）
• 計画案を発表（7月2日）
• 計画案に対し産業界、学界、政府機関を含む40以上の組織からコメントを
受領済み

 （参考）本計画におけるANSIの参画状況：
• ANSIはNISTにAI技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、
機会についてコメントを提供

米国標準
技術局 （NIST）

米国規格協会
（ANSI）

https://www

.nist.gov/ne

ws-

events/new

s/2019/08/p

lan-

outlines-

priorities-

federal-

agency-

engageme

nt-ai-

standards-

developme

nt

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=249d7e

de-1c4e-

40bf-b587-

b6dda6215

8df
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共通 米国 USNCは
人工知能の
活用に係る
道徳的原理
の検討の
ためSEGを
募集

9月18日 人工知能に係る倫理的側面の検討、規格開発活動の推進のため、IECは
ANSIを通じてSystem Evaluation Group（SEG）への専門家を募集

 人工知能の規格開発活動においてSEGに求められる役割：
• IEC標準化管理委員会に対しての倫理面での提言
• 関連する各IEC委員会において流用可能なガイドラインの策定

米国規格協会
(ANSI)

https://www

.ansi.org/ne

ws publicat

ions/news_

story?menu

id=7&article

id=7a7025

45-2570-

4359-9c36-

eb4afbd45

08e

米国商工会
議所は人工
知能の原理
を公開

9月23日 米国商工会議所のTechnology Engagement Center（TEC）及び Center 

for Global Regulatory Cooperation（CGRC）は、共同で
人工知能の使用・規制を管理するための方針・原則を公開
 50超の商工会議所の会員企業と協力し、10の方針・原則を規定。ビジネスに
おけるAIの課題と機会の両方に対処するための革新的なアプローチの必要性を強調

 政府におけるAIの信用性の向上、イノベーションを妨げる過剰な規制の回避を
目的とし策定

US Chamber of 

Commerce

https://www

.uschamber

.com/press-

release/us-

chamber-

releases-

artificial-

intelligence

-principles
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共通 英国 BSIは業界を
明確に
するためAI
ガイダンスに
関する連携
を呼びかけ

10月1日 BSIは、AI分野における標準の統合と規制の一貫性担保に向けたホワイト
ペーパー「Overview of standardization landscape in Artificial 

Intelligence」を発行
 ペーパー概要：

• 過去2年間において、OECDやISO/IECを含む国際機関、各国政府
機関、技術プロバイダーより、40以上のAIガイダンス文書が発行されてい
ることに言及
• 内容の重複及び文書による推奨事項の相違を指摘

• BSIは、標準の統合と規制の一貫性を提言

British 

Standards 

Institution (BSI)

https://www

.bsigroup.c

om/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pres

s-

releases/20

19/septemb

er/bsi-calls-

for-

collaboratio

n-on-

artificial-

intelligence

-guidance-

to-give-

industry-

clarity/
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共通 欧州 ETSIがAI
保護に関す
る仕様
グループを
開始

10月2日 ETSIは、AIに係る技術仕様開発のためのグループ「Industry Specification 

Group on Securing Artificial Intelligence (ISG SAI)」を設立
 ISG SAI概要：

• 複数のICT関連産業へのAI展開から生じる脅威を軽減するための
技術仕様を開発

• Cadzow Communications、Huawei Technologies、NCSC、Telefónica
等がメンバーとして参加

• AIの3つの側面を取り扱う予定
• システムのコンポーネントとしてのAI

• セキュリティ対策上の問題としてのAI

• セキュリティ対策の解決策としてのAI

 今後の予定：
• キックオフ会議にて、以下内容を議論予定
（10月23日 @ソフィア・アンティポリス、フランス）
• AI Threat Ontology

• Securing AI Problem Statement

• Data Supply Chain Report

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www

.etsi.org/ne

wsroom/pre

ss-

releases/16

50-2019-

10-etsi-

launches-

specificatio

n-group-on-

securing-

artificial-

intelligence

AIと顔認識
のガイドライ
ン、フレーム
ワーク、
予測が公開

10月9日 European Parliamentary Research Service (EPRS) は、AIと顔認識に
関するガイドライン「EU guidelines on ethics in artificial intelligence: 

Context and implementation」を発行
 ガイドライン概要：

• 人間中心アプローチに基づき、AIの倫理的使用に関するガイドラインを提
示

• AI製品及びサービスの設計、開発、展開、実装、使用に関して、推奨倫理
規則の認識を高めることを企図

• ソフトロー、標準化、法律等の整備等、EUが実施すべきアクションに言及

BiometricUpdat

e.com

https://www

.biometricu

pdate.com/

201910/gui

delines-

frameworks

-and-

predictions-

for-ai-and-

facial-

recognition-

published
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共通 欧州 Ad hoc 

Committee 

on Artificial 

Intelligence 

(CAHAI)の
初会議

11月15日 EUのAd hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI)は初会議を
開催予定（11月18～20日@ストラスブール、フランス）

 CAHAI概要：
• 欧州評議会の委員会によって設立された政府間委員会
• 人権、民主主義、法の支配に関する基準に基づき、AIの開発、設計及び適
用のための法的枠組みの実現可能性を検討

 会議概要：
• 47加盟国の代表者が参加予定
• 主にAIにおける法的枠組みに関して、協議予定（以下、議題例）

• 個人及び社会に対するAIアプリケーションの影響
• AIを扱う既存のソフトロー
• AIに関する既存の国際的な法的枠組み
• 欧州委員会によるAIに関する法的枠組みの実現可能性調査

Council of 

Europe

https://www

.coe.int/en/

web/artifici

al-

intelligence

/-/artificial-

intelligence

-

intergovern

mental-

committee-

examines-

feasibility-

of-a-legal-

framework
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共通 欧州 欧州におけ
るAI規制は、
ソフトローか
らハードロー
の順で実
現？：AIの
信頼性に関
する倫理ガ
イドラインは
EU全体のAI
に係る法的
枠組みの
第一歩か？

12月18日 欧州委員会の信頼できるAIのための倫理ガイドラインのアセスメントの
パイロットフェーズが終了し、ガイドラインの修正に活用される見込み

 背景：
 欧州委員会のAIに関するハイレベル専門家グループ（HLEG）は、信頼でき
るAIのための倫理ガイドラインの策定に着手

 同ガイドラインには、倫理的なAIシステムに関する主要7分野に関するアセ
スメントリストが含まれる
 人間の主体性と監督
 技術的堅ろう性と安全性
 プライバシー、データガバナンス
 透明性
 多様性、非差別性、公正性
 社会的、環境的福祉
 説明責任

 パイロットフェーズの概要：
 信頼できるAIのための倫理ガイドライン策定に向けて関連団体からフィード
バックを収集

 700団体の任意参加者が、アセスメントリストに対してフィードバックを提供
 フィードバックは、2020年初めに予定されているガイドライン策定のために
利用

 今後の予定：
 ガイドラインの策定がEUのAIに関する何らかの規格や認証の土台となる
かは不透明だが、EUは短期的にはGDPR等既存の規則や国際規格の活
用などソフトロー的アプローチを取ると想定

Capgemini
https //www.

capgemini.c

om/2019/12

/ai-the-

regulation-

to-come/#
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共通 ドイツ AIには規範
と標準が
必要

10月16日 DIN、DKE及びVDEは、連邦経済エネルギー省（BMWi）と共にAI標準化
ロードマップのキックオフイベントを開催（10月16日）

 背景：
• DINはBMWiと共同で、AIの標準化ロードマップに関するステアリングコミッ
ティを設立（8月1日）

 イベント概要：
• 今後の活動においてAIに関するテーマ毎に作業予定であることを
説明
• データ、用語、分類、要素、倫理、セキュリティ、品質と認証、
モビリティとロジスティクス、産業オートメーション、医療等のテーマを想
定

 参加者：
• 計300人以上の分野関係者・専門家

 今後の予定：
• 連邦政府のデジタルサミットにて、ロードマップを提示予定
（2020年秋）

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik e.V.（VDE）

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy (BMWi)

https://www

.din.de/de/d

in-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/kuens

tliche-

intelligenz-

braucht-

normen-

und-

standards-

484056

https://www

.vde.com/d

e/presse/ku

enstliche-

intelligenz-

braucht-

normen-

und-

standards

https://www

.bmwi de/R

edaktion/D

E/Pressemi

tteilungen/2

019/20191

016-

kuenstliche

-intelligenz-

braucht-

normen-

und-

standards h

tml
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共通 ドイツ 機能安全：
機械からの
人間の保護

11月20日 DKEは、電気・電子・プログラマブル電子の機能安全に関するIEC 61508 

Functional Safetyシリーズ規格について紹介
 IEC 61508概要：

• プロセス産業における電気・電子・プログラマブル電子の機能安全に関す
る国際規格

 紹介内容：
• DKEは、Industry 4.0、インテリジェントエネルギーマネジメント、自動運転
技術等の台頭を受け、IEC 61508においてAIに関する要件の定義が必要
であることを主張
• 当内容と関連し、DINとDKEが「自律機械及び車両のAI標準化及び標
準化における倫理」と題されたAI標準化ロードマップを作成中であること
にも言及

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https://www

.dke.de/de/t

hemen/funk

tionale-

sicherheit/

was-ist-

funktionale-

sicherheit
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共通 ドイツ 信頼できるAI
の参照モデ
ル：新しい
VDEアプリ
ケーション
ルールの
開発

12月3日 ドイツ電気技術者協会（VDE）、ドイツ電気技術委員会（DKE）の専門家は、

AIの安全性や信頼性などに関する規格を策定中
 AIは人々の生活を大きく変革する可能性がある一方、AIの持つべき権限などについて
の課題も存在するため、VDEとDKEは、「自律的・コグニティブシステムの仕様と設計」
に関する規格を策定中

 策定中の規格内容：
 AIシステムを扱うための用語と概念、およびシステムとアプリケーションの
アーキテクチャ

 システムの検証と適格性
 策定中の規格の重点領域：

 人間や外部環境とのやり取りの仕様を含む設計フェーズを重視
 特に物理的安全性や情報セキュリティ、ユーザイビリティ、倫理・
規制上の課題など信頼性（trustworthiness）に関わる仕様を定義

 設計フェーズ全体にわたる手順も定義
 システムレベルでの設計
 コンポーネントでの設計
 システムインテグレーション
 検証と妥当性確認
 検収と承認

 市場モニタリングや是正措置、防護的措置についても含有
 今後の予定：

 2020年2月に、一般の意見公募を実施
 2020年第2四半期に規格の策定完了予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

https //www.

dke.de/de/n

ews/2019/re

ferenzmode

ll-

vertrauensw

uerdige-ki-

vde-

anwendung

sregel

312

【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（7/7）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（7/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 国際 国際ビッグ
データ標準と
して承認
された韓国
の提案

10月14日 科学・ICT省国立電波研究局における国立無線研究庁は、韓国のビッグデー
タ関連の標準化計画がJTC 1によって国際標準として承認されたことを発表
(10月13日)

 新規規格概要：
• ビッグデータの収集、保存、処理の各段階に必要な共通の機能と
役割を定義

• データプロデューサーとサービスプロバイダーの間で必要なデータ
配布標準を提案

 （参考）科学・ICT省における取り組み：
• 2014年以来、JTC 1や国際電気通信連合（ITU-T）の電気通信標準化部門
等の標準化組織を介し、合計17の国際規格を作成

• さらにTelecommunications Technology AssociationやIntelligence 

Information Technology Forumなどの民間組織と協力し、自動運転の周
囲認識、AI性能評価等に関連する20以上の基準に着手

Business Korea http://www.

businessko

rea co kr/ne

ws/articleVi

ew html?id

xno=36941

韓国がAI
標準化の
提案を提出
韓国がAI
標準化に
関する議論
に参加

10月14日 通産産業省下の韓国技術標準局は、10月7日から11日まで開催された東京で
のISO / IEC JTC1 / SC42会議に9人の専門家の代表団を派遣したことを
発表(10月13日)

 会議における提案事項：
• 代表団がスマートマニュファクチャリング、自動運転、バイオヘルスなどの
データ中心の産業に必要なAI関連のビッグデータ参照アーキテクチャの標
準を提案

• ビッグデータワーキンググループの標準化のスコープをデータ及びビッグ
データエコシステムに拡大することを提案

• AIサービスの標準化を促進を目的とした諮問グループの設立を提案
 今後の提案予定事項：

• 米国とともに韓国のAIデータフレームワークテクノロジーを新しい
プロジェクトとして提案予定

Business Korea http://www.

businessko

rea co kr/ne

ws/articleVi

ew html?id

xno=36939
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（1/10）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（8/17）

共通テーマ別情報詳細

8-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=36941
http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=36939
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共通 国際 ITUがAI for 

Goodの取り
組みを強化
する方法

10月24日 ITU NEWSは中国のWuzhenで開催された第6回Wuzhen World Internet 

Conferenceの「AIフォーラム」におけるITU副事務総長Malcolm氏の発言を
紹介
 AIの発達におけるITUの取り組みについて紹介

• 「AI for Good Global Summit」を毎年開催し、世界各国より数千人の
AIイノベーターと官民の意思決定者が参加

• 中国の支援を受け「自動運転と支援運転のためのAI」に関する新規フォーカス
グループを設立。さらにITUはAIに関し、別途2つのフォーカスグループを設置

 「北京AIの原則」について言及
 「北京AIの原則」概要：

• 北京人工知能アカデミーが発表
• 北京大学、清華大学、中国科学院自動化研究所、コンピューティング技術
研究所、バイドゥ、アリババ、テンセント等、著名な技術組織や
技術企業と共同開発

ITU NEWS https://new

s.itu.int/how

-itu-is-

ramping-

up-its-

efforts-on-

ai-for-good/
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（2/10）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（9/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://news.itu.int/how-itu-is-ramping-up-its-efforts-on-ai-for-good/
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共通 国際 ISO/IEC 

JTC 1/SC 

42の第4回
総会が東京
で開催

10月29日 ISO/IEC JTC 1/SC 42"Artificial intelligence"の第4回総会及びWG会議
が開催（10月7～11日@東京）

 ISO/IEC JTC 1/SC 42概要：
• 2018年4月に設立
• 28のPメンバー、13のOメンバー、及び394の登録専門家を保有
• 5つのWG及び1つのJWGを保有

 協議内容：
• 日本産業標準調査会（JISC）が主催となり、各WGにおける作業の進捗状
況を共有
• WG1：ISO/IEC 22989 Artificial intelligence concepts and 

terminology及びISO/IEC 23053 Framework for artificial intelligence 

systems using machine learningのCD投票フェーズへの進捗を報告
• WG2：ISO/IEC AWI TR 20547 Information technology – Big data 

reference architectureの開発状況の共有及びISO/IEC 24668 

Information technology - Artificial intelligence --Process 

management framework for Big data analyticsの
開発スケジュールを決定

• WG3：リスク管理、AIシステムの逸脱、ニューラルネットワークの堅牢性
評価等、進行中のプロジェクトを共有

• WG4：ISO/IEC NP TR 24030 Information technology – Artificial 

Intelligence (AI) – Use casesの進捗を報告
• WG5：4つの潜在的な作業項目について議論

• AI管理システム標準の諮問グループの設立を発表
 参加者：

• 23の加盟国から100人以上の専門家が出席
 今後の予定：

• 総会を開催予定（2020年4月6～10日@ヴェルサイユ、フランス）

中国電子技術標
準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

910/5713.h

tml
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（3/10）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（10/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 国際 テクノロジー
の力を取り
入れる

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceの活動状況を紹介
 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence概要：

• 国際電気標準会議（IEC）と連携し、2017年に設立
• 用語と定義、リスク管理、AIシステムのバイアスと信頼性、ニューラルネット
ワークの堅牢性、機械学習システム、倫理的及び社会的懸念等、AIに関す
る幅広い分野について検討

• 27の加盟国が参加し、また13カ国がオブザーバーとして参加
• ビッグデータに関連する3つの規格を既に公開し、現在13のプロジェクトが
開発中

 委員会の主要メンバー：
• Ray Walshe氏（ Assistant Professor of ICT Standardization, Dublin 

City University）
• Wo Chang氏（Digital Data Advisor, Information Technology Laboratory 

(ITL) of the National Institute of Standards and Technology (NIST) ）
• Dr Tarek Besold氏（Scientific Advisor, Neurocat/Chief Behavioural 

Officer (CBO), Telefonica Innovation Alpha Health）

International 

Organization 

for 

Standardization 

(ISO)

https://www.

iso.org/new

s/ref2451 ht

ml
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（4/10）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（11/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.iso.org/news/ref2451.html
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共通 国際 倫理化する
か否か…

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceのWG 3 

Trustworthiness及び当WGにおけるAIに関する標準化活動を紹介
 規格策定活動概要：

• WG 3 Trustworthinessは、AIに関する倫理的及び社会的な考慮事項の収
集及び特定活動を実施中

• ISO/IEC AWI TR 24368 Information technology — Artificial 

intelligence — Overview of ethical and societal concernsを策定中であ
ることに言及

International 

Organization 

for 

Standardization 

(ISO)

https://www.

iso.org/new

s/ref2454 ht

ml

全ては信頼
である

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceのWG 3 

TrustworthinessにおけるAIに関する規格策定活動等を紹介
 規格策定活動概要：

• WG 3 Trustworthinessが中心となりAIに関する複数の規格を策定中
• ISO/IEC PDTR 24028 Information technology — Artificial Intelligence 

(AI — Overview of trustworthiness in Artificial Intelligence

• ISO/IEC AWI 23894 Information Technology — Artificial Intelligence 

— Risk Management

• ISO/TC 262 Risk managementと連携し、ISO 31000 Risk 

managementを基盤に草案を作成中
• ISO/IEC CD TR 24029-1 Artificial Intelligence (AI) — Assessment of 

the robustness of neural networks — Part 1: Overview

• ISO/IEC NP TR 24027 Information technology — Artificial Intelligence 

(AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making
 （参考）EUにおける活動動向：

• EUは、High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG)を設立

• 倫理的、法的、社会的側面を含む人工知能に関する欧州戦略の実装をサ
ポート

International 

Organization 

for 

Standardization 

(ISO)

https://www.

iso.org/new

s/ref2452 ht

ml
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（12/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 国際 AIの有望性
を明らかにす
る方法

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceのWG 4 Use cases 

and applicationsにおけるAIに関する規格策定活動を紹介
 規格策定活動概要：

• 統計、ソフトウェアエンジニアリング、AI、データサイエンス及び運用研究と
の関係も含め、機械学習における用語と概念のマッピングに取り組み
• ISO/TC 69 Applications of statistical methodsとも協力

International 

Organization 

for 

Standardization 

(ISO)

https://www.

iso.org/new

s/ref2453 ht

ml

最新の
ISOFOCUS
でAIの時代
を受け入れ
る

11月11日 ISOは、ISOfocusの11月／12月号「The age of artificial intelligence」を
発行

 特集内容：
• AIを取り巻く神話の一部を取上げ、ヘルスケア、スマートマニュファクチャリ
ング、ロボット工学、インテリジェント輸送システム等、AIが社会にもたらす
潜在的な利益を強調

 S. Joe Bhatia氏（President and CEO, the American National Standards 

Institute (ANSI)）発言要旨：
• 「AIの可能性を解き放ち、その採用に対する障壁を取り除くために、世界的
に受入れられる自発的な合意基準が重要である」

International 

Organization 

for 

Standardization 

(ISO)

https://www.

iso.org/new

s/ref2450 ht

ml

318

【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（6/10）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（13/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 国際 AIエコ
システムに
関する国際
標準化
委員会が
マイルストー
ンを達成し、
新しい研究
分野を開始

11月11日 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceの総会が開催され新たな諮問
グループの設置を決定（10月@東京）

 会議概要：
• 経済産業省（METI）、日本情報処理学会情報規格調査会（IPSJ/ITSCJ）が
主催

 協議内容：
• SC 42作業プログラムの50％以上が、最初の作業ドラフト状態を過ぎ、次
の開発段階へ移行（以下、対象規格例）
• ISO/IEC 22989 Concepts and terminology

• ISO/IEC 23053 Framework for AI systems using machine learning

• ISO/IEC 24030 AI Use Cases

• ISO/IEC 24029-1 Assessment of robustness of neural networks 

Part 1: Overview

• ISO/IEC 20547-1 Big data reference architecture – Part 1: 

framework and application process

• ISO/IEC 20547-3 Big data reference architecture – Part 3: 

reference architecture

• 2つの諮問グループを新設
• SC 42/AG 1 AI Management Systems Standard (MSS)

• 管理システム標準の要素を特定、実行可能性の実証調査を準備
• 次回本会議（2020年4月）にて、報告書を提出予定

• AI Systems Engineering Advisory Group

• 既存のエンジニアリングプラクティスとAIのベストプラクティス間の
ギャップ分析を実施、標準化の機会を特定

International 

Electrotechnica

l Commission 

(IEC)

https //blog.i

ec ch/2019/

11/internati
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standards-
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【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（7/10）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（14/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成

https://blog.iec.ch/2019/11/international-standards-committee-on-ai-ecosystem-achieves-milestone-and-launches-new-areas-of-study/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

共通 国際 中国電子
技術標準化
研究院が
第36回ISO / 

IEC JTC1
リーダーズ
ミーティング
に参加

11月11日 中国電子技術標準化研究院が第36回ISO / IEC JTC1リーダーズミーティング
に参加（11月3日~8日＠ニューデリー、インド）

 協議内容：
• 組織の編成や新たな組織設立を決定

• WG13（信頼性）の設立
• AG7（信頼性）の取下げ
• 技術レポートと技術仕様の特別グループの設立
• AG2（オープンソースソフトウェア）、AG15（標準とポリシー）の2つのコン
サルティンググループの再設立

• SC17の議長、AG3のコンビーナ、ISO TC307リエゾンオフィサーを含む
23人のスタッフの指名

• システム統合標準化ガイドやJTC1計画作業手順などの常設文書の更
新

• ブロックチェーン及び人工知能関連の標準化作業の強化のための新組
織の設立

 参加者：
• 中国、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、日本、韓国な
ど19カ国から80人の代表

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

911/5762.h

tml

ISO / IEC 

JTC 1 量子
コンピュー
ティングアド
バイザリー
グループが
最初の対面
での会議を
開催

11月14日 第36回ISO / IEC JTC 1の全体会議にあわせ、ISO / IEC JTC 1のアドバイザ
リーグループが対面での会議を初めて開催（11月3日＠ニューデリー、インド）

 協議内容：
• SC 7（ソフトウェア及びシステムエンジニアリング小委員会）、SC 27（情報
セキュリティ技術小委員会）、SC 38（クラウドコンピューティング及び分散プ
ラットフォーム小委員会）、SC42（人工知能小委員会）について、研究報告
書の改訂や「情報技術量子の量的用語と語彙」の国際提案案について議
論し、次の作業ステップを決定

 参加者：
• 中国、米国、ロシア、英国、日本、インド、南アフリカなどの代表者

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/201

911/5791.h

tml
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（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（15/17）

共通テーマ別情報詳細
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 国際 IOT 

Solutions 

World 

Congressの
議題に関す
るAI標準

11月21日 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceの議長は、IoT Solutions 

World Congress 2019のAI＆Cognitive Systems Forumにて発表
（10月 @バルセロナ、スペイン）

 イベント概要：
• 産業用IoTに関し、コネクティッド輸送、製造、エネルギー、ヘルスケア、建
物とインフラ、オープン産業のテーマをハイライト

• AI&Cognitive SystemsとBlockchainの2つのフォーラムを実施
• Wael Diab氏（ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence議長）は、

ISO/IEC JTC 1 SC 42の作業内容を紹介した後、標準と新たなAIエコシス
テムの重要性について発表

 参加者：
• 16,000人以上の参加者と300人の専門スピーカーが参加

International 

Electrotechnica

l Commission 

(IEC)

https://blog.i

ec ch/2019/

11/ai-

standards-

on-the-

agenda-at-

iot-

solutions-

world-

congress/
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出所：公開情報に基づきDTC作成
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共通 国際 ISO/IEC 

JTC 1総会
の結果：信頼
性に関する
ワーキング
グループと
脳コンピュー
ターインター
フェースに
関するアドバ
イザリー
グループを
設立

12月4日 ISO/IEC JTC 1 情報技術の総会がインドで開催され、信頼性に関する
ワーキンググループと脳コンピューターインターフェースに関するアドバイザ
リーグループの設立を決定

 JTC 1の総会において設立が決定された新たな委員会：
 JTC 1 WG 13 Trustworthiness

 信頼性に関するJTC 1横断的な定義、ガイドライン策定を担当
 直近は、ISO/IEC TS 24462, Ontology for Trustworthiness 

Assessmentに取り組む予定
 今後JTC 1と他の国際標準化機構 （ISO）、国際電気標準会議（IEC）の
関連する委員会とのマッピングを実施予定

 JTC 1 AG 16 Brain-computer Interface

 脳コンピューターインターフェイスに関する概念や用語の説明を担当
 他の関連する標準化活動や技術動向を確認

 （参考）総会を終えてのJTC 1議長のコメント：
 モバイル運転免許証やプライバシー管理に関する新規格、AIのリスクマネ
ジメントに関する新たな動向を確認

 アドバイザリーグループにおけるデータ利用・共有、量子コンピューター、デ
ジタルツインなどの新論点に関する進展を確認

American 

National 

Standards 

Institute (ANSI)

https //www.

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menui

d=7&articlei

d=c691728

8-3502-

41ab-800a-

ceedc5be2

68b

322

【情報収集結果抜粋】共通分野の標準化動向（1010）

（参考）関連記事一覧：月次レポート（10月～12月）抜粋（17/17）

共通テーマ別情報詳細

8-c

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=c6917288-3502-41ab-800a-ceedc5be268b


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別動向把握・分析

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力

月次レポート詳細
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【1】:
タイ・ドイツにおける二国間協力

TÜV SÜDは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）との間で、バンコク近郊の
バッテリーテストセンター設立に関する協力協定を締結

タイは自動車生産の主要国として、ドイツ含む海外OEMが生産工場を抱え、
バッテリー生産拠点としての試験・認証需要も増加（以下、直近の例）

 メルセデスベンツは、タイで電動車向けバッテリーを生産し、ASEAN電動化戦略を加速させる旨発表（2018年3月）

 BMWは、ダイムラーグループとPHV用高電圧バッテリーパックの製造をタイで開始する旨発表（2018年12月）

タイでは都市圏での大気汚染問題の深刻化等を背景に、EV車の税制措置導入等の検討を
進めており、バッテリー含む関連技術の開発・採用が不可欠

 タイ工業省工業経済事務局（OIE）は、ハイブリッド車（HV）、プラグインハイブリッド車（PHV）、電気自動車（EV）、
小型低公害車「エコカー」の物品税制の改定作業を推進

 OIEは、国内100カ所以上にEV充電施設を設置するとするエネルギー省の計画を合致させ、EV調達と
充電施設の設置を一括して進められるよう、EV普及推進計画についての見直しも発表（2018年1月）

 エネルギー関連企業が独自に設立したタイ資本の新EVブランド「MINE」がコンセプトモデルを発表（2018年4月）

TÜV SÜDは、タイ政府・業界団体とバッテリーテストセンター設立に係る協力協定を締結（2019年4月）

【協力協定 締結者】
 ドイツ ：TÜV SÜD

 タイ ：タイ工業省（Ministry of Industry）
 タイ ：タイ自動車協会（Thailand Automotive Institute: TAI）

【協力協定 内容】
 ASEAN地域で最大かつ最新のリチウムイオン電池用テストセンターを建設（総投資額：1,350万ユーロ）
 当センター設立により、現在韓国・日本のバッテリー研究室、中国で実施されるテスト研究室との間のギャップを解消
 電気自動車用の電気駆動バッテリーを中心に、熱帯地域での使用のための定置用蓄電システムと電気二輪車用バッ
テリーのテストも実施を検討

背景

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集 参照番号：1二国間協力 発行日：2019年4月1日

出所：公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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米国SAE（自動車技術者協会）は、自動運転のレベル別分類を発行、国際的基準としての認知を獲得

 運転タスクの主体及び難易度によりレベル1～5に分類

レベル4及び5の実現に向け、国際的なテストベッドの構築が急務であるとの認識が拡大

 Joachim Taiber (CTO, ITIC)を中心に2年間構想を策定、ホワイトペーパーを発行（3月）

SAEは、国外機関とIAMTS（モビリティテスト及び標準化のための国際アライアンス）を構築

【アライアンス締結者】
 米国 ：SAE（Society of Automotive Engineers） International

 ドイツ ：TÜVSÜDグループ
 オーストリア ：AVL、Hart Consult International

 中国 ：自動車技術研究センター（CATARC）、上海SHインテリジェント自動車及び国際輸送革新センター（ITIC）

【アライアンス内容】
 スマートモビリティ最高品質の実装と運用規格に合致するテストベッドの国際的なポートフォリオの構築、拡大に向け、
メンバー内で教育、コンサルティング、データ分析、テスト、認証、研究開発、イベント等を実施予定

背景
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【2】：
米国・ドイツ・オーストリア・中国における他国間協力

米国SAE、ドイツ、オーストリア、中国の機関は共にIAMTSを構築し、自動運転実現に
向けた国際的なモビリティテストベッドを整備

二国間に
おける協力

（要旨）

※限定領域には地理的領域の他、環境、交通状況、速度、時間的条件等を含む。

レベル 自動化の度合い

レベル0 自動運転化なし • 運転者が全ての運転タスクを実施

レベル1 運転支援 • システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施

レベル2 部分運転自動化 • システムが前後・左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実施

レベル3 条件付
運転自動化

• システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内※）、作業継続が困難な場合の運転者は、システ
ムの介入要求等に対し適切に応答することを期待

レベル4 高度運転
自動化

• システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内） 、作業継続が困難な場合利用者が応答するこ
とは期待されない

レベル5 完全運転
自動化

• システムが全ての運転タスクを実施（限定領域外）、作業継続が困難な場合、利用者が応答するこ
とは期待されない

事例集二国間協力 参照番号：2 発行日：2019年4月10日

出所：公開情報に基づきDTC作成 ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【3】 ：
チェコ・ベトナムにおける二国間協力

チェコUNMZは、規格、測定及び品質の分野の協力において、ベトナムのSTAMEQと
MoUを締結、両国間の貿易を促進

規格、測定及び品質の分野における協力に関するMoUを締結 （4月17日、3年間有効）

【MoU締結の主体者】

 Czech Office for Standards, Metrology and Testing（UNMZ）

 Directorate for Standards, Metrology and Quality （STAMEQ）

【MoUの内容】

 MoUにおいて、以下標準化プロセスにおける協力体制強化に同意

 EUの規格、規制、認証、測定、試験等に関する情報交換、共同研究、人材交流の促進

 必要に応じて、5年間の実施計画を策定し、モニタリングすることに同意

MoU締結
（要旨）

MoU締結の様子（上）

EU・ベトナム間での通商協定を活用した
ベトナムとの貿易加速を要望

 国際標準及び欧州標準に準拠し、且つ健康、
安全、環境に配慮した貿易の加速を期待

 チェコ首相はベトナム首相を招待し、
締結済のEUベトナム間自由貿易協定
（EVFTA）及びEUベトナム間投資保護
協定 （EVIPA）に関して、支援する姿勢
を表明（4月16日）

• 特に、農業、科学技術、環境、気候変動、
エネルギー、協力、人材、文化、観光、
法規制等の分野にて協力

チェコへの国内製品の輸出拡大を要望

 ベトナム製品（機械、部品、織物、家具、
等）のチェコへの輸出拡大を期待

 旧チェコスロバキア時代より、共産主義
国同士の強固な経済協力関係を保持

チェコ
（UNMZ）

ベトナム
（STAMEQ）

双方の通商活発化
のための協力体制
確立の必要性

事例集二国間協力 参照番号：3 発行日：2019年4月16日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

画像の出所：STAMEQ（https://tcvn.gov.vn/2019/04/viet-nam-sec-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/）

https://tcvn.gov.vn/2019/04/viet-nam-sec-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/
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健康、安全、環境等分野の標準化における協力強化のためのMoUを締結（4月17日）

【MoU締結の主体者】

 American Society for Testing and Materials International （ASTM）

 Standardization, Metrology and Certification Agency of Uzbekistan （UZSTANDART Agency）

【MoUの内容】

 MoUにおいて、以下分野における協力体制強化に同意

 ASTMの既存及び新規規格策定への参画、及び発行後のグローバルでの普及

 ウズベキスタン国内の健康、安全、環境、その他産業に係る規格策定に際しての協力

328

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【4】 ：
米国・ウズベキスタンにおける二国間協力

米国ASTMは、健康、安全及び環境等分野の標準化、ASTM規格の普及拡大を
目的とし、ウズベキスタンのUZSTANDART AgencyとMoUを締結

MoU締結
（要旨）

ASTM MoU Programとして、国外の
標準化機関との連携を強化

 2001年より、他標準化機関との関係強化、
相互の規格への理解促進、国家規格の
策定、更なる標準化活動の促進等を
目的として、他国とのMoU締結を加速

 ASTM規格の認知及び使用促進
のため締結主体の専門家は、ASTMの
標準策定プロセスに投票権を持つ
メンバーとして、無料で参加可能
• 現在までにUZSTANDART Agencyを
含め、新興国を中心に112のMoUを
締結済

国内製品の製造プロセス効率化 ・
最適化を行うことで、製品の競争力を
強化、他国との貿易を加速

 国際標準導入により、国内インフラや
製品等の質の向上、海外への輸出拡大
を目指す

輸出拡大、国際

規格の普及・浸透
のための協力体制
確立の必要性

米国
（ASTM）

ウズベキスタン
（UZSTANDART Agency）

事例集二国間協力 参照番号：4 発行日：2019年4月17日

出所：公開情報に基づきDTC作成 。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景
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ハラル製品における、認定及び適合性評価の協力に関するMoUを締結

【MoU締結の主体者】

 Hungarian National Accreditation Authority （NAH）

 Emirates Authority for Standardization and Metrology（ESMA）

【MoUの内容】

 認定、適合性評価及び専門知識の共有等の技術協力の推進

 ハラル製品等に対する適合性評価機関の認定機関の相互承認

329

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【5】 ：
ハンガリー・アラブ首長国連邦における二国間協力

ハンガリーNAHは、アラブ首長国連邦ESMAとハラル製品の認定及び適合性評価の
協力に関してMoUを締結

事例集

MoU締結
（要旨）

ハラル製品に関する、貿易障害を低減し、
自国企業の経済活動を活性化
 Hungarian National Accreditation 

Authority （NAH）は、ESMAと経済協力を
推進（2017年頃～）
 NAHは、アラブ首長国連邦政府の

Emirates National Accreditation

System（ENAS）が定めるハラル製品
の認定機関として正式に認定を取得
• ハンガリー企業によるハラル製品
に関する認証活動を簡略化し、
経済活動を活性化

ハラル産業を核にイスラム経済を
活性化

 政府は、ハラル製品に関する国内
システムを国際的な貿易システムの礎に
することを企図

 また、2018年に世界のハラル市場が
6.4兆ドルを超えたことから、外国資本の
投資の呼び込みを加速

 各国とハラル製品の認定に関する
MoUを締結し、協力関係を強化

ハンガリー
（NAH）

アラブ首長国連邦
（ESMA）

ハラル製品の
流通・認定促進に
際し協力体制確立

の必要性

二国間協力 参照番号：5 発行日：2019年4月17日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景
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欧州の貿易データの共通基盤確立に向け、国際的なセマンティック標準使用に関する協力強化に合意

【協議の主体者】

 国際連合欧州経済委員会（UNECE）

 ユーラシア経済委員会（EEC）

【協議の内容】

 EECデータモデルの開発に向け、UN/CEFACTデータモデルとの関連性を確認

 EECの専門家が原産地証明書に関するUN/CEFACTプロジェクトに参加する可能性を検討

 自由貿易地域の枠組みにおける、ユーラシア経済連合（EAEU）と他国間の協定発展のため、
UN/CEFACTセマンティック標準拡大に関心
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【6】 ：
国際連合・ユーラシアにおける二国間協力

UNECEは、ユーラシアEECと欧州貿易データの標準化、セマンティック標準使用に
向け協力を強化

事例集

二国間に
おける協力

（要旨）

EECのUN/CEFACTへの参画を視野
に入れ、貿易データ標準化を促進

 UNECEの下部組織であるUN/CEFACTは、
国際間商取引の簡素化、統一化を企図

 UNECE地域顧問のMario Apostolov

氏は、EAEUの貿易ツール発展に
おける、国際標準およびUN/CEFACT

データモデル整合の重要性を指摘

 UNECEのLance Thompson氏は、
EECによる開発と実装への参加可能性
を説明

自由貿易協定の枠組み内で、他国との
貿易を促進

 UN/CEFACTのセマンティック標準の
拡大により、他国との協定関係の発展を
期待

 EEC代表は、UN/ CEFACT標準
およびコアコンポーネントライブラリ
使用への関心を強調

欧州内の貿易促進
のための協力体制
確立の必要性

国際連合
（UNECE）

ユーラシア経済連合
（EEC）

協議の様子（上）

二国間協力 参照番号：6 発行日：2019年4月18日

出所：公開情報に基づきDTC作成

背景

画像の出所：EEC（http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/26-04-2019-1.aspx）

http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/26-04-2019-1.aspx
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【7】 ：
ベラルーシ・中国における二国間協力

中国国家市場監督管理総局は、貿易協力体制の確立に向けベラルーシ国家標準化
委員会と、標準化、適合性評価及び測定に関するMoUを締結

標準化、適合性評価及び測定に関するMoUを締結（2019年4月）

【MoU締結の主体者】

 ベラルーシ国家標準化委員会

 中国国家市場監督管理総局

【MoUの内容】

 双方間の政策、規制、技術基準について、迅速な情報交換を行い、消費者の利益を
保護に努めるとともに、二国間の貿易を発展

MoU締結
（要旨）

MoU締結の様子（上）

中国市場における、ベラルーシ製品の
信頼性獲得により輸出を拡大

 Tataritsky国家標準化委員会委員長は、
両国が既に標準化分野における
連携の実績を重ねてきた旨発言

 Hodik農務大臣は、農産物及び乳児用
調製粉乳等の中国市場への参入、
消費者の信頼獲得を望んでいる旨を発言

国内における輸入製品の安全性を担保

 ベラルーシとの貿易拡大を実現する上で、
国内に流通する製品の品質及び安全性
の確保を優先することを要望

 両国の関係強化の一環として、
一帯一路政策に基づき、
ベラルーシの首都ミンスク郊外の
工業団地設立に出資、関係を強化
（2019年）

ベラルーシ
（国家標準化委員会）

中国
（中国国家市場監督管理総局）

農業分野を含む
貿易協力体制、中国市場
におけるベラルーシ産品
の信頼性確立の必要性

事例集二国間協力 参照番号：7 発行日：2019年4月24日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

画像の出所：Gosstandart（https://gosstandart.gov.by/en/gosstandart-of-belarus-and-the-department-of-market-regulation-of-china-signed-a-memorandum-of-understanding）

https://gosstandart.gov.by/en/gosstandart-of-belarus-and-the-department-of-market-regulation-of-china-signed-a-memorandum-of-understanding
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持続可能な農業開発における、国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）の地域機関として、Center for 

Sustainable Agricultural Mechanization（CSAM）を中国に設立（2012年）
 当センターは、地域ハブとして、ESCAP加盟国内での持続可能な農業の技術移転に向け、調査や情報提供を実施

背景

2030年SDGsの達成における、地域間における協力強化に向け、MoUを締結（4月24～29日）
【MoU締結の主体者】
 国連：国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
 中国：中国外交部
【MoUの内容】
 エネルギー効率等、SDGsの達成に向け、ESCAP及びその専門機関と中国政府が協力
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【8】 ：
国際連合・中国における二国間協力

ESCAPは中国政府機関と、加盟国内での持続可能な農業浸透に向けたガイドライン
整備を含む3つのMoUを締結

MoU締結
（要旨）

ESCAP加盟国の持続可能な農業の為のガイドライン整備等の協力に向けMoUを締結（4月24～29日）
【MoU締結の主体者】
 国連： Center for Sustainable Agricultural Mechanization（CSAM）
 イタリア：Italian National Agency for Agricultural Mechanization（ENAMA）
 中国： 中国認証認可監督管理委員会（CNCA）
【MoUの内容】
 技術ガイドラインの整備、農業機械の試験の支援、適合性評価手順の開発を実施

ESCAP加盟国の持続可能な農業機械の使用促進の協力強化に向け、MoUを締結（4月24～29日）

【MoU締結の主体者】
 国連：Center for Sustainable Agricultural Mechanization（CSAM）
 中国：中国農業農村部
【MoUの内容】
 安全、効率的かつ環境に配慮した農業機械の促進に向けて、共同でワークショップやプログラムを開催

1

2

3

事例集二国間協力 参照番号：8 発行日：2019年4月25日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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国連工業開発機関（UNIDO）が、中国の小水力発電（SHP）設置・普及における経験の国際的な共有を
提案（1992年）

UNIDOは、中国水利部及び中国商務部と協力し、International Center on Small Hydro Power 

（ICSHP）を設立、途上国を中心にSHPの普及活動に注力（1994年～）

 ICSHPは、80か国以上、480以上のメンバーを有し、SHPの啓蒙及び政策助言、技術助言、コンサル、人材育成、資金
調達援助、SHPプロジェクト仲介を実施（以下、実績抜粋）

 55か国以上、750人以上の技術者を訓練

 50か国以上の発展途上国で、技術コンサル、フィージビリティ調査、設計、機器の供給及び設置を実施

 中国国内外で、50以上の国際会議／ワークショップを開催

 世界初のSHPに係る評価レポート「World Small Hydropower Development Report (WSHPDR)」を発行（2014年）

• 一方、「World Small Hydropower Development Report 2016」では、SHPの需要中36％の開発しか進んで
いない旨指摘

小水力発電の普及加速に向けた技術ガイドライン策定に関するMoUを締結（4月25日）

【MoU締結の主体者】
 国連：国連工業開発機関（UNIDO）

 中国：中国水利部、中国国家標準化管理委員会（SAC）

【MoUの内容】
 小水力発電の更なる普及に向け、国際標準の策定に向けた協力を強化

 小水力発電の技術ガイドラインの早期策定に向けたコミュニケーションの強化

 小水力発電における、既存のプロジェクトを含めた協力体制の強化

 小水力発電おける、中国の豊富な経験を生かした発電所建築等における協力の強化

背景

333

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【9】 ：
国際連合・中国における二国間協力

UNIDOは小水力発電の技術ガイドライン策定に向け、中国水利部及び中国国家
標準化管理委員会とMoUを締結

MoU締結
（要旨）

MoU締結の様子（上）

事例集二国間協力 参照番号：9 発行日：2019年4月26日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：UNIDO（https://www.unido.org/news/unido-further-engages-belt-and-road-initiative）

https://www.unido.org/news/unido-further-engages-belt-and-road-initiative
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CCAAがANSIを訪問、サービス分野等における規格と認定の協力可能性を協議し、情報交換の促進等
協力体制を探ることを合意（2019年4月19日）

【協議の主体者】

 米国規格協会（ANSI）

 中国認証認定協会（CCAA）

【協議の内容】

 米国貿易開発庁（USTDA）が助成している米-中の適合性評価協力プログラムにおいて、情報共有の機会を促進

 サービス分野における標準化の開発及び認証の専門家同士の交流を促進
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【10】 ：
米国・中国における二国間協力

米国ANSIは、中国CCAAと主にサービス分野における規格及び認定に係る情報共有
の協力を協議

二国間に
おける協力

（要旨）

協議の様子（上）

米国規格協会（ANSI）は認定に関する
活動を強化

 ANSIは、ANSI-ASQ National 

Accreditation Board, LLC (ANAB) を買収、
完全所有権を獲得し、適合性評価に
関する認定プログラムを統合

 新たにANSI National Accreditation 

Board (ANAB)として北米最大の
ISO/IEC 17011認定機関を設立

中国認証認定協会（CCAA）はサービス
分野の適合性評価に関する活動を強化

 サービス分野における3年間の調査を
実施中であり、認証及び認定制度発展を
推進する規格の確立を志向

 ISO/CASCOの技術委員会において
ISO 17028：2017, Conformity 

assessment -- Guidelines and 

examples of a certification scheme for 

services技術レポート作成に参画

 当レポートの他ISO/CASCO規格
への参照を志向

米国
（ANSI）

中国
（CCAA）

サービス分野
における規格、
認定の協力体制
確立の必要性

事例集二国間協力 参照番号：10 発行日：2019年4月29日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

画像の出所：ANSI（https://www.ansi.org/news publications/news story?menuid=7&articleid=9d86a74f-438b-402f-bc86-5c80d66d0bad）

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=9d86a74f-438b-402f-bc86-5c80d66d0bad
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【11】 ：
EU・インドにおける二国間協力

欧州ETSIは、インド携帯事業者協会COAIとMoUを締結し、ICT分野における標準化
に向けた協力を強化

情報技術（ICT）分野における協力に関するMoUを締結（2019年5月13日）

【MoU締結の主体者】

 欧州電気通信標準化機構（ETSI）

 Cellular Operators Association of India（COAI）

【MoUの内容】

 グローバルな情報基盤の確立に向けた、地域的、国際的な協力の強化

 ICT分野における標準化の取り組み強化に向けた、EUとインド間の定期的な対話の実施

MoU締結
（要旨）

MoU締結の様子（上）

インドにおいて欧州通信技術規格の
使用拡大に向けた標準化活動を加速

 ニューデリーを拠点とした、欧州主導
プログラム「Seconded European 

Standardization Expert（SESEI）」
の活動を活性化

 SESEIは欧州標準化委員会（CEN）、
欧州電気標準化委員会（CENELEC）、
ETSIが運営

 欧州－インド及び国際貿易の促進を

目的に、標準化活動促進、欧州企業の
インド市場参入支援、インドの標準化
支援等を実施

国家デジタル施策対応のため、関連
規格整備に向け欧州との対話を加速

 モディ首相が掲げる「Make in india」
及び「Digital india」政策に基づき、
ETSIとの協力を強化（2014年～）

 COAIはETSIとワークショップ、
会議等を開催

 （参考）標準化機関
Telecommunications Standards 

Development Society, India 

（TSDSI）とETSI間も協力を強化
（2014年11月～）

欧州
（ETSI）

インド
（COAI）

ICT分野における
標準化推進

のための更なる
協力体制確立の

必要性

事例集二国間協力 参照番号：11 発行日：2019年5月13日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

画像の出所：ETSI（https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1598-2019-05-coai-and-etsi-sign-mou-to-foster-a-closer-co-operation-on-telecom-standardization）

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1598-2019-05-coai-and-etsi-sign-mou-to-foster-a-closer-co-operation-on-telecom-standardization
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【12】 ：
国際連合・各国政府・標準機関における多国間協力

UNECEは、標準策定におけるGender Responsive Standards Declarationを
発表、50以上の政府・関連機関が署名

事例集

UNECE（国際連合欧州経済委員会）は、Gender Responsive Standards Initiativeを開始（2016年）
 UNECEのThe Working Party on Regulatory Cooperation and Standardization Policies (WP.6) の指令を基に発足

 以下3つの項目を目的とし、活動を展開

1. SDG 5（男女平等の達成と全ての女性と女児のエンパワーメント）達成に向けた、規格及び技術的規制の使用強化

2. 規格と技術規制開発における、ジェンダーに係る視点の統合

3. 規格開発時に使用可能なジェンダー指標及び基準の遂行

 多様なセクターから構成されるメンバーにより、10以上の会議を実施

 標準化機関（ASTM、IEC、ISO、ISEAL、AFNOR、BSI、the Swedish Standards Institute, CEN/CENELEC、
the Institute for Standardization of Moldova、等）、政府機関、NGO、国連機関、学術機関、等

UNECEは標準策定に係るGender Responsive Standards Declarationを発表、50超の機関が署名
【署名国・機関】
 政府／政府関連機関／国家標準化機関
 アルバニア、オーストリア、ボリビア、コロンビア、コンゴ、キプロス、ドミニカ共和国、ガンビア、ドイツ、アイスランド、
イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モロッコ、モザンビーク、オランダ、
ニュージーランド、ポルトガル、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セネガル、シエラレオネ、スペイン、
英国、スウェーデン、スイス、タイ、トリニダード・トバゴ、トルコ、ウルグアイ、カナダ、エクアドル、インド、マルタ、
ノルウェー

 国際標準化機関
 国際標準化機構（ISO）、国際電気通信連合（ITU）、国際電気標準会議（IEC）、
欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）、
欧州環境市民機構（ECOS）、アフリカ標準化委員会（ARSO）、南アジア地域標準化委員会
（SARSO）、ASTM、ゴールド・スタンダード、ECOS、Verra、AMFORI、Fairtrade International 

【宣言概要】
 “Gender Responsive Standards Initiative”に基づき、標準策定によりSDG 5達成を目指す

背景

多国間に
おける協力

（要旨）

Declaration表紙（上）

各国政府・
標準化
機関等

二国間協力 参照番号：12 発行日：2019年5月14日

出所：公開情報に基づきDTC作成
画像の出所：UNECE（https://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/tradewp6thematicareas/gender-responsive-standards-initiative/gender-responsive-standards-declaration.html）

https://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/tradewp6thematicareas/gender-responsive-standards-initiative/gender-responsive-standards-declaration.html
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中国品質監督管理総局局長、ドイツ経済技術部長による共同声明により中独標準化協力委員会
（Chinese-German Standardization Cooperation Commission）を設立（2011年）

 以降、毎年標準関連機関、政府機関、産業界が参画する当委員会の会議を開催（直近の会議内容抜粋）

中国SAC/TC260（全国信息安全标准化技术委员会）とDINのNIA（DIN‘s Standards Committee on Information 

Technology and Applications）はITセキュリティ分野の協力に向け、MoUを締結（2019年2月）

廈門で開催された中独標準化協力委員会会議において、ITセキュリティの分野における標準化に
関するワークショップを開催（2019年5月20日）
【ワークショップにおける検討内容】
 ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的枠組みに関する意見の交換
 AI及びビッグデータの分野におけるITセキュリティの標準化及び標準化における現在の開発に関する情報の交換
 ITセキュリティ分科委員会（ISO/IEC JTC 1/SC 27）及びAI分科委員会（ISO/IEC JTC 1/SC 42）間の情報交換の
必要性の確認

 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッグデータ、AI及び国境を越えたデータ転送のITセキュリティ」に
関するホワイトペーパー構造の確認

背景

337

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【13】 ：
ドイツ・中国における二国間協力

ドイツDINは、ITセキュリティ分野における標準化に向け、ワークショップの開催、
ホワイトペーパーの作成等、中国との関係を強化

二国間に
おける協力

（要旨）

年 開催場所 達成事項

2015年 成都市 • 中独スマートマニュファクチャリング/Industrie 4.0標準化WGを成立

2016年 ライプツィヒ • スマートマニュファクチャリング/Industrie 4.0標準化WGにて、Industrie4.0のリファレンスアーキ
テクチャモデル(RAMI4.0)とスマートマニュファクチャリングシステムアーキテクチャの相互認証、
無線通信標準化領域の技術協力等9領域にて合意

2016年 ライプツィヒ • 電気自動車標準化WGにおいて、電気自動車及び駆動用バッテリーの安全、ハイブリッド、車の
バッテリー標準化戦略など、6領域にて合意

2017年 中国 • Industrie 4.0、電動自動車、医療機器、エネルギー、生物、Eコマース、高齢者経済などに領域
での国際規格の制定促進・協力に合意

事例集二国間協力 参照番号：13 発行日：2019年5月21日

出所：公開情報に基づきDTC作成
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世銀は、中国の再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進プロジェクトに対して3億ドルの貸付を承認

【協議の主体者】

 世界銀行（WB）

 中国

【協議の内容】

 世銀は、中国の規制改革を含め、再生可能エネルギー利用拡大に向けた3憶ドルの融資を実施

 加えて、中国の華夏銀行が、少なくとも4億5千万ドルの協調融資を実施予定

 世銀の連携機関である、地球環境ファシリティ（GEF）及びEnergy Sector Management Assistance Program 

（ESMAP）が、政策と規制の改革、適切な技術と安全基準の形成に関する融資を実施予定

338

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【14】 ：
世界銀行・中国における二国間協力

世銀はバッテリー貯蔵システムの配備による再生エネルギー拡大のため、中国の
再生エネ及びバッテリー貯蔵促進プロジェクトに対する3億ドルの貸付を承認

事例集

二国間に
おける協力

（要旨）

バッテリストレージソリューションの
拡大を加速、民間投資も呼び込み
 世銀は、10億ドルのバッテリーストレージ
投資を含む、バッテリーストレージ
ソリューションの拡大を公約（2018年9月）

 バッテリーストレージソリューション拡大
における協力強化のため、
Energy Storage Partnership （ESP）
を創設（2019年5月）
• 中国におけるソリューション拡大で
得られたナレッジを、ESPの
パートナー国と共有予定

包括的なエネルギー転換目標の達成に
向けた活動を加速

 中国は非化石燃料による発電を、現在の
14.3%から、2020年に第13次5か年計画
で定める15%、2030年までに20%、
2050年までに50%に引き上げる目標を
提示

 中国は、風力と太陽光の大規模発電
設備を有しているものの、送電網
における技術的制約と地域間の
規制格差のため、有効活用できず

再生可能
エネルギー使用
拡大のための協力
体制確立の必要性

世界銀行 中国

Renewable 

Energy and 

Battery Storage 

Promotion Project

3億ドル

4億5千万ドル他、協調融資予定

（融資付与）

二国間協力 参照番号：14 発行日：2019年6月11日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【15】 ：
EU・インドにおける多国間協力

EUは、「India-EU Cooperation on ICT-Related Standardisation, Policy and 

Legislation」を通じ、IIITハイデラバードのスマートシティ向けIoTのCoE創設を支援

事例集

EUとインドは、”India-EU Cooperation on ICT-Related Standardisation, 

Policy and Legislation”を立ち上げ （2015～2019年）

 ICT標準の策定及び使用拡大、統計データの交換、相互運用性の拡大、ビジネスの拡大等を企図

 EUは、インド独自のICT関連規格開発により、インドにおける欧州企業の経済活動遅延や管理上の負担増を回避

 インドは、ICT規格策定の知見獲得、国際的な標準化会議への参加及び共同プロジェクトの実施を要望
• モディ首相が掲げる、インドを世界的な製造ハブにする“Make in India”政策に基づき、外国資本の投資促進を画策

 上記目的のため、両国側のICT関連ステークホルダーを巻き込み

 EU： 欧州電気通信標準化機構（ETSI）、欧州統計局（Eurostat）

 インド：Telecommunications Standards Development Society, India (TSDSI) 、Central Statistics Office of India 

（CSO）、Telecom Centres of Excellence （TCoE）、Cellular Operators Association of India （COAI）、
the Department of Telecommunications（DoT）、Ministry of Statistics and Programme Implementation

EUは、India-EU Cooperation on ICT-Related Standardisation, Policy and Legislationを通じ、
IIITハイデラバードにてスマートシティ向けIoTに関するセンターオブエクセレンス（CoE）の創設を支援
【CoE設立目的】
 スマートシティに対する標準主導型アプローチの理解促進及びEU・インドのスマートシティ関係者間の協働を強化

【CoE概要】
 先端科学やハイテクなどにおいて、特定分野に集中して高度な研究・開発活動を行い、産業の創出及び次世代人材
育成の中核となる研究拠点を目指す
 相互運用性向上のためのoneM2M等の規格使用を含む、ハッカソン、ワークショップ、会議等の活動を実施
 信号処理、コミュニケーション、データサイエンス、組み込みシステム、コンピュータシステム、建築学、空間情報学、

e-ガバナンス、地震工学等の専門家を集め、スマートシティにおけるIoTの活用において協働を促進
• （参考）IIITハイデラバードは、情報技術の国際研究所として1998年に設立。コンピュータサイエンス、エレクトロニクス、
コミュニケーション等の情報技術他および、協働研究を通じた他分野への応用に強み

背景

多国間に
おける協力

（要旨）

二国間協力 参照番号：15 発行日：2019年6月13日

出所：公開情報に基づきDTC作成
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【16】 【22】 ：
英国・シンガポールにおける二国間協力

シンガポールは英国とファイナンス分野におけるコネクティビティ及び相互の発展を
深化させるため、3つのMoU等を締結

出所：シンガポール政府・UK政府HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

シンガポール金融管理局（MAS）とロンドン市間で、グリーンファイナンス含め金融の重要分野に係る覚書※1を締結（6月13日）
データフロー容易化、国家間顧客確認（KYC）プロセス促進、金融セクターの能力開発、グリーンファイナンス促進を中心に協力
【MoU締結の主体者】
 MAS：Mr. Tharman Shanmugaratnam (Senior Minister & Coordinating Minister for Social Policies, Chairman of MAS)

 ロンドン市：Mr. Peter Estlin (the Lord Mayor of the City of London)

MoU締結
（要旨）

MASとロンドン市間で、グリーンで持続可能な資金調達の原則促進のため、パートナシップ協定※2を締結（6月13日）
グリーンで持続可能な資金調達の原則推進のための規格の調和、環境・気候リスクの開示強化等の分野で協力

【パートナーシップ締結の主体者】
 MAS：Mr. Benny Chey (MAS Assistant Managing Director (Development and International))

 ロンドン市：Sir Roger Gifford (Chair of the Green Finance Initiative)

シンガポール銀行金融協会（IBF）と英国チャータード・ボディ・アライアンス（CBA）間で、銀行・資本市場・保険の専門家向け
のスキル開発における協力深化のための意志宣言※3に署名（6月13日）
トレーニングプログラムの開発・実施におけるベストプラクティスと革新の共有、専門家の基準認証の相互承認等を促進
【意志宣言締結の主体者】
 IBF：Mr. Ng Nam Sin (Chief Executive Officer of IBF)

 CBA：Ms. Sian Fisher (Chief Executive Officer, Chartered Insurance Institute), Mr. Simon Culhane (Chief Executive,

Chartered Institute for Securities and Investment), Mr. Simon Thompson (Chief Executive, Chartered Banker Institute)

1

2

3

グリーンファイナンス分野における世界的リーダーを
目指し、多様なイニシアティブを展開（以下、実施例）

 英国政府とロンドン市によりGreen Finance Initiativeを発足
（2016年）、そのためのTask Forceを形成（2017年）
 ロンドン市元市長（Roger Gifford）の主導の下、報告書「グリーン

ファイナンスを加速」を発行、10の提言を発出（2018年）

 BSIがサステナブルファイナンス関連のPAS策定（2件）を
推進し、当イニシアティブにロンドン市も出資

 ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）がグリーンボンド
基準調和のための新興国への技術支援（UK PACT）を展開

ASEAN／アジアにおけるグリーンファイナンスの
ハブとなることを目指し、イニシアティブを展開
 金融管理局（MAS）は外部審査に基づき発行費用を

カバーするグリーンボンド助成金制度を開始（2017年）

 国内金融分野専門家・シンクタンク、UNと連携し、報告書
「Collaborative Initiative for Green Finance in

Singapore」を発行（2017年）

 政府は、金融セクター・関連業界と協力し、国際基準とも整合
したグリーンボンド助成金制度と同等の基準を設定、
グリーン関連国家プロジェクトの提供を図ること等に言及

英国（ロンドン市） シンガポール

双方イニシアティブ
の調和・協力を
図る必要性

※1 Memorandum of Understanding (MoU) ※2 Partnership Agreement ※3 Declaration of Intentの略

3つの協力内容について合意

事例集二国間協力 参照番号：16、22 発行日：2019年6月13日

背景
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ビジネス及び産業のための自主基準の承認に関するMoUを更新

【MoU締結の主体者】

 英国規格協会（BSI）

 中国標準化委員会（SAC）

【MoUの内容】

 共通の国際規格の開発と導入に関する協力を継続

 両国の貿易及び投資機会の促進に向けて、規格策定において協力可能な分野を特定
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【17】 【20】 ：
英国・中国における二国間協力

英BSIは、貿易及び投資拡大に向けて、ビジネス及び産業に関する中国SACとの
MoUを更新

事例集

MoU締結
（要旨）

Brexitに向け、貿易を多角化

 Scott Steedman氏（Director of 

Standards, BSI）は、「英国は輸出を
多様化させようとしており、当該MoUは
輸出成長に向けた市場条件の確保に
極めて重要」と発言

 BSIは15年以上にわたりSACと協力
関係を構築しており、本MOUにて
関係性を継続

一帯一路構想実現に向け、各国との
協定締結による標準化戦略を加速

 中国は、一帯一路の対象国と多数の
標準化協力の覚書を締結し、ワーク
ショップ等で中国標準を紹介、中国規格
の世界標準化を企図

 SACと中国工程院は、標準化戦略
研究プロジェクト“China Standard 

2035”において、英国からのインプット
を期待

• 2020年に最終報告書を取りまとめ、

標準化戦略形成のガイドラインとして
使用を予定

英国
（BSI）

中国
（SAC）

貿易及び投資拡大
の協力体制確立

の必要性

二国間協力 参照番号：17、20 発行日：2019年6月14日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景
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イスラム金融やFintech分野の発展加速に関して、経済協力を強化

【協議の主体者】

 ルクセンブルク ：Pierre Gramegna財務大臣

 アラブ首長国連邦 ：Obaid Humaid Al Tayer 財務大臣

【協議の内容】

 イスラム銀行・金融及びFintech分野において、二国間の協力を強化

 金融商品の標準策定も視野

 両国の投資家への支援を充実させ、積極的な投資の呼び込み
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【18】 ：
ルクセンブルク・アラブ首長国連邦における二国間協力

ルクセンブルクは、アラブ首長国連邦とイスラム金融及びFintech分野の発展に
関して協力を強化

事例集

二国間に
おける協力

（要旨）

イスラム金融を含む、Fintech分野の
発展を加速

 アラブ首長国連邦が主催するDubai 

Expo2020において、Fintech分野で参加

 アラブ首長国連邦の経済関係者を、
Luxembourg House of Financial 

Technology （LHoFT）に招待

 （参考）LHoFTは、ルクセンブルク政府
及び民間部門が運営する、Fintech

分野のイノベーションプラットフォーム

イスラム銀行・金融の発展を加速

 イスラム債の発行に関し、世界的な
金融センターであるルクセンブルクの
知見活用を企図

 Obaid bin Humaid Al Tayer財務
大臣は、「協力強化により
マーケティングと投資機会を拡大し、
UAEの、中東及び北アフリカを含む
MENA地域におけるFinechハブ
としての地位向上を期待している」
と発言

ルクセンブルク アラブ首長国連邦

イスラム金融及び
Fintechの発展に
関して協力体制
確立の必要性

協議の様子（上）

二国間協力 参照番号：18 発行日：2019年6月16日

出所：公開情報に基づきDTC作成

背景

画像の出所：Emirates News Agency（http://wam.ae/en/details/1395302768111）

http://wam.ae/en/details/1395302768111
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特殊ロボット分野における、安全性担保向上の協力に関して、MoUを締結

【MoU締結の主体者】

 Underwriters Laboratories Inc.（UL）

 Fujian Special Equipment Inspection and Research Institute（FJSEI）

【MoUの内容】

 特殊ロボット分野における共同調査プロジェクトの実施

 特殊ロボット操作に関する共同訓練の実施

 特殊ロボット業界の標準化及び持続可能な開発の推進
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【19】 ：
米国・中国における二国間協力

米ULは、中FJSEIと特殊ロボット分野の安全性担保に向けた共同調査等協力に
関するMoUを締結

事例集

MoU締結
（要旨）

MoU締結時の様子（上）

ロボティクス関連における国際的な
標準化活動の牽引役として活動を推進

 ULは1893年の設立以降、一貫して機器・
電気製品関連の検査及び認証サービスを
提供

 近年は、中国における特殊ロボット市場
の爆発的な成長を見越した上で、
国際的な標準化活動を牽引

国内の特殊ロボット市場の成長を前に、
国内外の標準化活動を加速

 2020年に国際特殊ロボット市場は
$4.95BUSDに成長、その内中国市場は、
1.07BUSDを占める見込み

 FJSEIは、特殊ロボットの国内規格改訂、

検査、認証、訓練、評価、国際規格との
調和を担当

 技術革新を伴う市場の拡大と共に、
標準の統一化や安全性担保
のための検査等、課題が表面化

米国
（UL）

中国
（FJSEI）

特殊ロボットの
安全性担保の協力
体制確立の必要性

二国間協力 参照番号：19 発行日：2019年6月17日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

画像の出所：UL（https://www.ul.com/news/ul-and-fjsei-set-new-benchmark-specialized-robots-industry）

https://www.ul.com/news/ul-and-fjsei-set-new-benchmark-specialized-robots-industry
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ULは、インドのニューデリーにモバイル乗用車（PV）ユニットテストラボの立ち上げを発表

【ラボ概要】

 IEC 60904-9に準拠した高解像度エレクトロルミネセンステストシステム及び
A+A+Aソーラシミュレータとを組み合わせた最高水準の設備を配備

 太陽光発電システムの所有者およびオペレータは、太陽光発電所の現場において、
性能の低いモジュールを識別、評価、及び交換することが可能

 エネルギー生産の最大化及びダウンタイムの最小化を行うことで、高品質な製品を
迅速に市場へ投入することが可能
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【21】 ：
米国・インドにおける二国間協力

米ULは、インドのニューデリーにモバイル乗用車（PV）ユニットテストラボを立ち上げ

事例集

二国間に
おける協力

（要旨）

協議の様子（上）

インドのエネルギー政策・再エネ化
推進に乗じ、インド国内での認証事業
拡大を企図
 Underwriters Laboratories Inc.（UL）はイ
ンドでモバイルPVテストラボを設立した
初の独立した第三者認証及び認定機関
として活動を展開

 ULは、過去22年間、インドの様々な産
業に対し、検査、認証、訓練、市場参入
等を支援

 Sugavanam氏（VP, UL）は、「インドの
産業発展、品質と適合性評価の
枠組みが重要と認識している」と発言

エネルギー政策目標達成の一環として、
再生可能エネルギー発電設備を拡大

 インドは、国家エネルギー政策（National

Energy Policy）の1つとして、2022年

までの再生可能エネルギー発電設備
175GW導入を制定（2017年6月）

 Amitabh Kant氏（CEO,  National 

Institution for Transforming India）
は、「ULのテストラボ開設により、
民間の再エネへの投資拡大に
期待する」と発言

米国
（UL）

インド

再生可能
エネルギー設備
拡大の協力体制
確立の必要性

二国間協力 参照番号：21 発行日：2019年6月19日

出所：公開情報に基づきDTC作成

背景

画像の出所：Business Wire India（https://www.businesswireindia.com/ul-launches-first-mobile-pv-test-laboratory-in-india-63823.html）

https://www.businesswireindia.com/ul-launches-first-mobile-pv-test-laboratory-in-india-63823.html
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【23】 ：
スウェーデン・オーストリア・中国における多国間協力

中NQIは、スウェーデンSIS及びオーストリアASIを訪問し、海外への規格普及施策等
について協議

事例集

中国科学技術部（MOST）、中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）、中国国家標準化委員会
（SAC）、及び関連12省庁は、National Quality Infrastructure（NQI）プロジェクトを開始（2016年）
 当プロジェクトでは、計測、適合性評価、試験、検査、認定、認証及び実用化等の分野の11の主要タスクと35の
サブタスクを定め、今後5年間での実施を予定

 100以上の国内規格の海外普及、200以上の国際規格及び1,000以上の国内規格の策定を予定

NQIプロジェクトの下、「標準化された英中二言語コーパスとオントロジー知識システム構築」プロジェクト
を始動（2016年12月）
 中国規格の海外普及を目的に、英中二言語コーパスやインテリジェント翻訳クラウドプラットフォームの作成、国内規格
の海外普及モデルの研究等を実施

 ASIとSISは、中国SACとの関係を重視し、プロジェクトに協力

中国NQIプロジェクトの研究チームが、スウェーデンSIS及びオーストリアASIを訪問、海外への規格
普及モデルを中心に、意見交換を実施
【協議の主体者】
 スウェーデン：スウェーデン国家規格協会（SIS）
 オーストリア ：オーストリア国立規格協会（ASI）
 中国 ：National Quality Infrastructure （NQI）プロジェクト

【協議の目的】
 先進国の標準化機関の知見と規格の海外普及方法に関する情報・ノウハウの収集

【協議の内容】
 規格の海外普及モデルや標準化情報の共有に係る協力、NQIプロジェクトの研究結果 等
 英中標準化インテリジェント翻訳クラウドプラットフォーム、標準ビッグデータの研究開発と利用
 SISは、中国語規格の素早い翻訳と閲覧を目的に、「標準化された英中二言語コーパスとインテリジェント翻訳
クラウドプラットフォーム」に関し、SACと1年間の規格販売協力契約を締結

背景

多国間に
おける協力

（要旨）

二国間協力 参照番号：23 発行日：2019年6月21日

出所：公開情報に基づきDTC作成
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【24】 ：
欧州・中国における二国間協力

欧CENは、エレベーター・エスカレーター規格のアジア太平洋市場への更なる普及
及び安全性を考慮した国際標準化に向け、中国と協力を強化

中国代表団は、エレベーター・エスカレーター規格の安全性に関しCENを訪問、協力を強化（7月10日）

【協議の主体者】
 Comité Européen de Normalisation （CEN）
 CEN/TC 10 Lifts, Escalators and Moving Walks議長も出席

 中国代表団（規制当局、標準化機関、エレベーター、エスカレーター業界関係者）

【協議内容】
 中国国内のエレベーター及びエスカレーターの安全性強化に向け、規制や承認プロセスへの反映も見据えた上で、
継続的な技術専門家の交流強化に合意

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集 参照番号：24二国間協力 発行日：2019年7月

エレベーター・エスカレーター規格の
アジア太平洋市場への普及及び
国際標準化を推進
 Comité Européen de Normalisation 

（CEN）は、 CEN/TC 10：Lifts, escalators 

and moving walksを設立（1962年）

 エレベーター（EN 81-20及びEN 81-

50）、エスカレーター（EN 115-1）に
係る規格の普及を促進

 現在、EN 81-20及びEN 81-50規格を
段階的に国際標準とすべく、ISOと調整中

 将来的には、EN ISO 8100-1/2として
国際規格化を目指す

中国国内のエレベーター・エスカレータ
の安全性向上を推進

 中国国内におけるエレベーター・エスカ
レーター新設の急増を受け、安全対策
が急務

 世界の新設エレベーター・エスカレー
ター市場において、アジア太平洋地
域が75%を占め、その内63%を中国
が独占

 1995年より、欧州規格をより広い市場

ニーズに適用させることを目的に、双方
の技術専門家が交流

欧州
（CEN）

中国

エレベーター・
エスカレーターの
安全性向上のため
の更なる協力体制
確立の必要性

背景

出所：公開情報に基づきDTC作成
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安全且つ持続可能なモビリティの実現、死者・重傷者の撲滅を目指し、英国においてTowards Zero 

Foundationが設立（2011年）

 グローバルでのプログラム実施やパートナーシップ構築のプラットフォームとして、自動車安全性能アセスメントを含む
様々なプロジェクトを牽引

 The Global New Car Assessment Programme（G-NCAP）

 The Stop the Crash Partnership

 The Commonwealth Road Safety Initiative

 The ‘50 by 30’ campaign to halve global road deaths and serious injuries by 2030

中国は、The Global New Car Assessment Programme（G-NCAP）にC-NCAPとして参画

 中国自動車技術センター（CATARC）が、C-NCAPに即した自動車安全性能アセスメントを実施

 安全性能に関する評価指標を整備、メーカーによる安全な自動車開発を促進、安全な自動車等の普及を推進

 消費者に対し、安全性能評価に関する情報を公開

自動車の安全性能アセスメントにおける更なる協力に関するMoUを締結（6月19日）

【MoU締結の主体者】
 Towards Zero Foundation

 中国自動車技術センター（CATARC）

【MoUの内容】
 世界自動車安全性能アセスメントカンファレンスについて、北京で実施予定
（2020年10月20～23日）
 中国自動車技術センターは、C-NCAPを代表し、G-NCAPと共同でイベントを運営

背景
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【25】 ：
英国・中国における二国間協力

英Towards Zero Foundationは、中国CATARCとMoUを締結し、自動車の安全性
能アセスメントにおける協力を強化

MoU締結
（要旨）

※限定領域には地理的領域の他、環境、交通状況、速度、時間的条件等を含む。

事例集二国間協力 参照番号：25 発行日：2019年7月1日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

MoU締結の様子（上）

画像の出所：CATARC （http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190701/28829.html）

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190701/28829.html
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【26】 ：
ドイツ・中国における二国間協力

ドイツは、AIやITセキュリティを含む、デジタルトランスフォーメーションにおける複数
の分野において中国と協力を強化

エレクトロモビリティ、デジタルツイン、産業用アプリケーションにおけるAI及びITセキュリティ分野に
おける協力強化のため協議を実施

【協議の主体者】

 ドイツ：VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.（VDE）、

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik （DKE）

 中国： Standardization Administration of China （SAC）

【協議の内容】

 ドイツと中国はデジタルトランスフォーメーションにおける複数の分野で、協力関係の強化を行うことに合意

 特に、デジタルツイン、産業用アプリケーションにおける人工知能、ITセキュリティ、機能セキュリティ、
予測的メンテナンスの分野においては、緊密な協力を計画

 DKEはInternational Coalition of Intelligent Manufacturing （ICIM）を設立、大学との協業の促進を含め、
スマートファクトリーへの取り組みを主導

 中Intelligent Manufacturing Alliance of China Association for Science and Technology（CAST） Member 

Societies（IMAC）の他、the American Society of Mechanical Engineers （ASME）、the Institution of 

Mechanical Engineers （IMechE）等の機関が参画

 将来的に、標準化へのアジャイルなアプローチに向けた、German-Chinese Industry 4.0テストベット開始を検討予定

 更に、バッテリーシステムの安全性向上や自立システムの標準化における倫理的な問題についても検討予定

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：26 発行日：2019年7月2日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

独中間で標準化分野における協力強化を目的とし、毎年German-Chinese Commission for 

Standardization （DCKN）会議を開催

 独Federal Ministry For Economic Affairs and Energy （BMWi）及び中国家標準化委員会（SAC）が主催し、
標準化分野における協力事項について、関係者間で協議

背景
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Underwriters Laboratories Inc. （UL）は、インドネシア国家標準化庁（BSN）と安全性に係る規格
開発における協力に関するMoUを締結（2017年10月）
 効果的な安全性に関する規格開発における協働を通じ、安全、安心な社会の実現を目指すことに合意

 ULは、MoUの締結を通じ、国内及び世界中の地域規格組織と規格の共同作成に関して提携しており、
その一環としてインドネシアともMoUを締結、下記内容について協力を約束

 関係組織間のコミュニケーションの促進、及び調整作業の支援

 複数の組織とシステムにわたる継続中の共同作業と学習の促進

 規格策定作業の重複の回避

 相互の規格策定作業に関する知見の共有、関係者の参加の促進

 効果的な安全規格の策定の強化の協力

 規格の策定において、互いの安全要件を考慮する能力の提供

インドネシア及びASEAN地域における火災、電気、スマートシティの安全性に関する規格について、
共同でワークショップを開催（2019年7月9～10日 @ジャカルタ）

【ワークショップの主体者】

 米国： Underwriters Laboratories Inc. （UL）

 インドネシア： インドネシア国家標準化庁（BSN）、インドネシア工業省

【ワークショップの内容】

 専門家による、インドネシア及びASEAN地域の火災、電気、スマートシティの
安全性に関する規格についてプレゼンテーションを実施

 Bambang Prasetya氏（BSN長官）は、安全性に関する標準の整備が、
インドネシアにおけるスマートシティの開発と実装において重要となる旨を言及

 今後のインドネシア及びASEAN地域の安全性に関する標準整備の加速を期待

背景
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【27】 ：
米国・インドネシアにおける二国間協力

米ULは、BSNと共同でインドネシア及びASEAN地域の火災、電気、及びスマート
シティの安全性に関する規格について、ワークショップを開催

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：27 発行日：2019年7月10日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ワークショップの様子（上）

画像の出所：BSN （https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10247/bsn-dan-ul-gelar-workshop-standar-keamanan）

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10247/bsn-dan-ul-gelar-workshop-standar-keamanan
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【28】 ：
国際・中国における多国間協力

ASAMは、ASAM規格の国際的な普及、特に中国自動車市場へのASAM規格普及
に向け、中国CATARCとMoUを締結

中国自動車市場のイノベーション推進及びASAM規格の普及における協力に関するMoUを締結
（5月17日）

【MoU締結の主体者】

 Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems （ASAM）

 China Automotive Technology and Research Center（CATARC）

【MoU締結の内容】

 ASAMは、中国自動車市場においてASAM規格の普及を推進

 特に、エンジニアリングプロセスの効率化及び企業内ワークフローの改善を強化

 CATARCは、ASAM規格の普及推進の実行面で、ASAMに協力

 中国現地スタッフの獲得及びマネジメント等の人材面や法律、管理面でサポート

 更に、ASAMとCATARCは、WG 「C-ASAM」の設立に合意、本年中に契約書へ署名予定

 中国におけるASAMの代理機関として、MoUのビジョンの実現及び開発計画をサポート

 規格関連調査や、中国企業に対するデモンストレーションやトレーニングを提供

MoU締結
（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：28 発行日：2019年7月10日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ASAM規格の国際的な普及を推進
 ASAM規格のユーザーベースを拡大し、

ASAMコミュニティを活性化

 ナレッジシェアを促進し、コミュニティの
専門性を向上

中国国内の自動車市場における
イノベーション及び効率性の向上を推進

 ASAM規格の適用により、中国自動車
産業のプロセスの標準化及び効率化
に期待

国際
（ASAM）

中国
（CATARC）

中国自動車市場の
発展のための
更なる協力体制
確立の必要性

背景

MoU締結の様子（上）

画像の出所：ASAM （https://www.asam.net/news-media/detail/news/asam-plans-cooperation-with-catarc-to-enter-chinese-market/）

https://www.asam.net/news-media/detail/news/asam-plans-cooperation-with-catarc-to-enter-chinese-market/
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【29】 ：
米国・中東における多国間協力

米ASTMは、中東のエネルギー産業振興を行うGulf Downstream Association 

（GDA）に、ナレッジパートナーのメンバーとして参加を決定し、関係を強化

ASTMは、Gulf Downstream Association （GDA）にKnowledge Partnerメンバーとして参加を決定

【協力の主体者】
 American Society for Testing and Materials International （ASTM）

 Gulf Downstream Association （GDA）

 2016年7月、バーレーン王国の内閣令により、設立された非営利団体

 湾岸諸国の川下国営石油企業のネットワークとして、下記4社の出資により設立
• Saudi Aramco, Kuwait Petroleum International （KPI）

• Bahrain Petroleum Company（BAPCO）

• Kuwait National Petroleum Company（KNPC）

• Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）

 エネルギー業界に関するナレッジやベストプラクティスの共有による、産業振興を企図

【協力の内容】

 ASTMは、GDAにより選出されたナレッジパートナーとして、エネルギー業界に関する知見を提供

多国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：29 発行日：2019年7月12日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ASTMは、湾岸地域における標準化機関との関係を強化
 2001年より、他標準化機関との関係強化、相互の規格への理解促進、等を目的として、他国とのMoU締結を加速

 湾岸地域の複数の標準化機関と、MoUを締結
• Bahrain Standards and Metrology Directorate （BSMD）

• Emirates Authority for Standardization & Metrology （ESMA）

• KUWAIT PUBLIC AUTHORITY FOR INDUSTRY （PAI） 等

 湾岸地域で開催されるイベントに多数協賛

 GDA Conference、 Project Qatar、the Oman Downstream Exhibition & Conference、 等

 2019年末にも、アラブ首長国連邦に国際支部を設置することを発表（2019年3月）

背景

中東ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ関連
団体等
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【30】 ：
米国・インドにおける二国間協力

ANSIは、データセンター、グリーンビルディング、スマートシティに関するSCCP

フェーズIIワークショップを開催

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

事例集

米国とインドは、”U.S. - India Standards and Conformance Cooperation Program (SCCP)”を
立ち上げ （2009年）
 規格、適合性評価、技術規制の分野における、米国－インド間の官民連携促進を目的

 米国貿易開発局（USTDA）が支援し、インド工業連盟（CII）と米国規格協会（ANSI）が
中心となり、運営

 米国及びインドの規格や適合性評価に関する情報の提供、貿易促進に向けた米国から
インドへの技術支援、関係者の交流促進を実施

 「スマートで持続可能な都市」、「水と衛生」、「クリーンエネルギー」の3つのテーマに照準

ANSIは、 SCCPフェーズII取り組みの一環として、インド標準局（BIS）と共催でデータセンター、グリーン
ビルディング、スマートシティに関するワークショップを開催（7月10～11日、15～16日＠インド）

【ワークショップ概要】

 インド標準局（BIS）と共催し、インド及び米国の関係者70名以上が集まり、議論

 データセンター、グリーンビル：建物のエネルギー効率ガイドブックBuildings Innovation Guide （BIG）を発表
• 米国エネルギー省（DOE）が資金提供を行い、Lawrence Berkeley National Labの研究者が作成

 スマートシティ：建築基準の強化、投資促進に向けた規格の調和、認証及びコンプライアンス遵守の重要性を議論

背景

二国間に
おける協力

（要旨）

二国間協力 参照番号：30 発行日：2019年7月10~16日

SCCPフェーズ 時期 取り組み分野 成果

フェーズI 2009年～
2012年

 米国の規格及び適合性評価に関する
ワークショップを開催

 ANSIの規格ディレクトリANSI Standards 

Portalの拡張

 6以上のワークショップ／カンファレンスを開催
 民間企業も巻き込み、火災安全、LNG、航空、
生体認証等、多数の分野を取扱い

 ANSI Standard Pprtal にインドの規格及び適合性
評価の情報を追加

フェーズII 2017年～  民間企業を巻き込んだ6つのワークショップを
開催

 ANSI Standard PortalとCIIとの連携促進

 印の水衛生システムに関するワークショップを開催
 CIIが、Standard Portal内に、印規格及び適合性評価
に関するページ（India Standards Portal ）を創設
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【31】 ：
欧州・インドにおける多国間協力

CEN及びCENELECは、インドにおける欧州の標準化システムの認知度向上を目的
としたSESEIプロジェクトの第4フェーズへの参加を正式承認

CEN及びCENELECは、SESEI第4フェーズ（SESEI IV）の参加を正式承認（6月5～6日）
 SESEI IIIにおける自動車・スマートシティ・ICT分野関連レポートに基づき、2019年秋頃より3年間の実装を予定

 SESEI IIIでは、“Indian Automotive Industry”, “100 Smart Cities Mission in India”、”Indian ICT Sector“等の
レポートを作成

 運営主体のCEN、CENELEC、ETSI、EC、EFTAは、参画可能な専門家の募集を開始

多国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：31 発行日：2019年7月

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

インドにおける欧州の標準化システムの認知度向上を目的として、Seconded European 

Standardization Expert for India （SESEI）プロジェクトを開始（2013年3月）
 欧州企業のインド市場参入支援、インド国内の標準化支援等を実施し、欧州－インド及び国際貿易を促進

 欧州標準化機関が主体となり運営
• CEN、CENELEC、欧州電気通信標準化機構（ETSI）、European Commission’s Directorate General for Enterprise and 

Industry （EC DG ENTR）、欧州自由貿易連合（EFTA）

 主にICT関連分野技術に注力しプロジェクトを推進
• IT関連技術：M2M/IoT、5G、NFV/SDN、サイバーセキュリティ

• スマートシティ／ホーム関連技術：スマートグリッド、スマートメーター

• モビリティ関連技術：コネクティッドカー、高度道路交通システム（ITS）

• 環境関連技術

 既に、SESEI第1～3フェーズにおいて、標準化分野における協力体制を構築、成果を確認

 第1～3フェーズにおいて、欧州規格普及の基盤を確立
• インドにおける欧州の標準システムに関する認知度の向上

• 欧州規格の普及及び、規格の共同作成の実施

• インドの標準化の状況に関する専門レポートの作成

 複数のインド国内ステークホルダと関係を構築
• Telecom Engineering Centre （TEC）、India Smart Grid Forum（ISGF）、Telecommunications Standards Development 

Society, India（TSDSI）、Cellular Operators Association of India（COAI）

背景
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電子政府サービスの設計と実施における協力に関して、MoUを締結（6月）

【MoUの締結者】

 英国：Government Digital Service（GDS）

 シンガポール：GovTech Agency （GovTech）

【MoUの内容】

 政府職員のデジタルスキル構築の目標年の設定、政府関連情報、データ、ソフトウェア
へのオープンスタンダード適用等において、相互のナレッジ及びベストプラクティスを共有

354

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【32】 ：
英国・シンガポールにおける二国間協力

英GDSとシンガポールGovTechは、電子政府化の更なる推進に向け、MoUを締結

MoU締結
（要旨）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

事例集二国間協力

MoU締結の様子（上）

参照番号：32 発行日：2019年8月6日

背景

電子政府化分野における先進国として、
電子化推進のため各種サービスを展開

 1990年代より、内閣直結のGovernment 

Digital Service（GDS）を中心に電子政府
化を推進

 本人認証システムGov.UK Verify等、
画期的なサービスを開発

• （参考）
国連「E-Government Survey 2018」
において、4位にランクイン

Smart Nation構想における注力領域
の一つとして、電子政府化を加速

 2014年、 Lee Hsien Loong首相が、
ICT技術の導入による経済や生活水準
の向上を目指すSmart Nation構想を
提示

 推進機関として、Government 

Technology Agency （GovTech）
（2016年）、Smart Nation and 

Digital Government Office

（SNDGO）（2017年）を創設

• 個人情報の共通管理プラットフォー
ム「My Info」をリリース（2016年）

英国
（Government Digital Service）

シンガポール
（GovTech Agency）

電子政府化推進の
ための協力体制確
立の必要性

画像の出所：英国政府 （https://www.gov.uk/government/news/sin-sg-facilitates-new-uk-sg-mou-in-digital-government-services）

https://www.gov.uk/government/news/sin-sg-facilitates-new-uk-sg-mou-in-digital-government-services
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【33】 ：
ドイツ・インドにおける二国間協力

独BMWi、DIN、DKEは、Global Project Quality Infrastructure（GPQI）の一環と
してインドを訪問し、標準化フォーラム及びEモビリティワークショップを実施

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

事例集

貿易促進に向けた標準整備のため、ドイツーインド間WG を立ち上げ（2013年）
 貿易における技術的障壁の除去、製品の安全性向上を通じた経済協力の強化を目的

 ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）及びIndian Ministry of Consumer Affairs, 

Food and Public Services （MoCAF & PD）が主体となり、複数省庁間で協働

 規格、認定、適合性評価、計測、製品の安全性、市場監視等の分野において協力

 第6回年次WG会議を実施し、2019年の作業分野及びスケジュールに合意、署名（2019年1月17～18日＠ベルリン）

ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）は、WGの活動を統合する形で、Global Project Quality 

Infrastructure（GPQI）を立ち上げ（2017年）
 貿易における規制及び技術的障壁の除去及び製品の安全性向上を通じた国際貿易の促進

 ドイツ国際協力公社（GIZ）がBMWiより委託を受け、推進

 インド、中国、メキシコ、ブラジルの関連省庁及び専門機関と協議を実施
• インドにおいては、MoCAF & PDと密接に連携

 Industry 4.0、Eモビリティ、デジタル化、AI等の分野における規制の枠組み形成も検討

BMWi、DIN、DKEは、GPQIの一環としてインドを訪問し、ドイツーインド間標準化フォーラム及び
Eモビリティ分野における標準化に関するワークショップを開催（7月9～12日＠ニューデリー、インド）

【訪問概要】

 ワークショップにおいて、インドは二輪及び三輪に焦点を当て発表

 IEC Ad Hoc Group 81 Electric vehicle and infrastructure landscapingの作業結果
についても引用
• ドイツは、バッテリー開発及び充電インフラの分野で協力

 また、DKEはカウンターパートであるIndian Electrical and Electronics Manufacturers

Association（IEEMA）と協議を行い、LOIの締結も含めた協力強化の可能性を議論

背景

二国間に
おける協力

（要旨）

二国間協力

標準化フォーラムの様子（上）

第6回年次WG会議の様子（上）

参照番号：33 発行日：2019年8月13日

画像の出所：DKE （https://www.dke.de/de/news/2019/ausbau-deutsch-indische-kooperation-normung）

https://www.dke.de/de/news/2019/ausbau-deutsch-indische-kooperation-normung
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韓国産業技術試験院(Korea Testing Laboratory： KTL)は、韓国の中小企業による輸出促進のため
に必要な認証取得について、各国の試験機関と連携
 特に北米への電化製品の輸出強化にあたっては、Underwriters Laboratories（UL）との連携を推進

 直近では、2018年の第82回IEC General Assemblyにおいて、エネルギー保存に係るシンポジウムを共同で開催

北米への韓国製電化製品の更なる輸出強化に向けて、韓国産業技術試験院（KTL）はULと電化製品の
安全認証包括業務提携に係るMoUを締結（8月8日）

【MoU締結機関】

 米国： Underwriters Laboratories Inc. （UL）

 韓国： 韓国産業技術試験院 (KTL)

【MoU締結に基づく実施予定事項】

 ULは、トレーニングを通じて北米の認証基準に基づいた電池の安全性試験に係るノウハウ・技術をKTLに提供

 北米への電化製品の輸出時における安全性の試験業務において連携

 IoT、エコ製品、ヘルスケア製品等、新たな分野での今後の業務提携拡大を検討

背景

356

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【34】 ：
米国・韓国における二国間協力

韓国産業技術試験院（KTL）は、北米への電化製品の輸出強化に向け、米国ULと
MoUを締結

MoU締結
（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：34 発行日：2019年8月18日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

MoU締結の様子（上）

画像の出所：Kham （http://www.kharn.kr/news/article.html?no=10447）

http://www.kharn.kr/news/article.html?no=10447
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中国とドイツは、旧国家計量管理局と旧ドイツ連邦経済省が締結した「中独測定技術協力協定」
（1979年10月＠ドイツブラウンシュヴァイク）の下で、一定の協力を推進
 当協定において、中国における標準化推進の他、ドイツ製品の輸出促進が企図され、ドイツ製測定器の中国輸出が
加速。結果として、ドイツ企業がメリットを享受

 また、科学技術分野においては、ドイツGerman National Metrology Institute (PTB)と中国計量科学研究院
（National Metrology Institute, China）が協業して、国際単位系の共同改訂等の作業を推進

 PTBとNIMは国際標準化機関が使用する「キログラム」の定義の見直し及び「ボルツマン定数」の精緻化を行い、
国際単位系の改訂に関与
（改訂された国際単位系は2019年5月より有効）

ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）と中国国家市場管理局（SAMR）は、「中独測定技術協力協定」を
更新すると共に、中独調整セミナーを共同で開催（8月21日～23日）

【協定締結者／セミナーの開催者】

 ドイツ ： ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）

 中国 ： 中国国家市場管理局（SAMR）

【協力協定の概要】

 2019年8月より「中独測定技術協力協定」を更に5年間延長し、計量分野での協力を更に推進・成功させることに合意

 加えて中国は、ドイツと協力し、インテリジェントネットワーク、再生可能エネルギー、新素材、生物学、生命科学等
の新興測定分野での協力をさらに強化する方針を表明（セミナーにおけるSAMRスピーチより抜粋）

背景

357

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【35】 ：
ドイツ・中国における二国間協力

ドイツBMWiと中国SAMRは、40年間続く協力協定を更新し、インテリジェントネット
ワーク、再生可能エネルギー等測定に係る新分野での協力を強化

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：35 発行日：2019年8月21日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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ANSIは、中国における標準化分野の協力体制構築のため、”ANSI China Program”を立ち上げ

 規格、適合性評価の分野における、米国－中国間の協力強化を目的とし設置

 企業関係者、政府関係者を巻き込み、多岐にわたる活動を実施

 「ANSI in China Newsletters」の発行：

• ANSI China Programの活動、政策動向、貿易問題、及び中国のANSIメンバーの活動を紹介する情報誌を発行

 中国の標準化改革の動向分析：

• 中国における標準関連政策を監視し、必要に応じて原案に対するコメント等を提出

 U.S.-China Standards and Conformance Cooperation Program （SCCP）の実施：

• 米国貿易開発局（USTDA）が資金を援助し、ANSIが運営

• 米国及び中国の標準、適合性評価、技術規制に関するワークショップを含むフォーラムを運営

 中国関連機関からANSIへの訪問受入：

 中国標準化研究院（CNIS）を含む、多数の中国標準関連機関がANSIを訪問し、
米国の規格及び適合性評価制度について視察

ANSIはCNISを訪問し、規格及び適合性評価分野における将来的な協力を合意（8月21日）

【協議者】
 米国規格協会（ANSI）

 中国標準化研究院（CNIS）

【協議内容】
 企業における標準システムの最新の開発に関して議論
 SCCP等における、将来的な協力に関して合意

背景

358

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【36】 ：
米国・中国における二国間協力

米ANSIは中CNISを訪問し、規格及び適合性評価における将来的な協力について合意

二国間に
おける協力

（要旨）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
*注：限定領域には地理的領域の他、環境、交通状況、速度、時間的条件等を含む。

事例集二国間協力 参照番号：36 発行日：2019年8月21日

訪問の様子（上）

画像の出所：CNIS （https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201908/t20190822_45054.html）

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201908/t20190822_45054.html
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国際金融公社（International Finance Corporation: IFC）とGoldman Sachsは世界各国における
女性起業家の中小企業（WSMEs）への融資支援のためのイニシアチブを設置し推進
 IFCとGoldman Sachs 10,000 Womenは、共同で女性企業家支援のためのイニシアチブ
「Women Entrepreneurs Opportunity Facility」を設置

 またIFCは、新興国の民間セクターへの融資支援においては、長年にわたってドイツ投資協会
（German Investment Corporation： DEG）と連携

特にタイにおいては女性起業家のWSMEsへの融資格差が指摘されており、当イニシアチブとして対処
することが喫緊の課題に
 IFCは、タイにおいて、女性起業家が経営するWSMEsに250億USDの融資格差があることを試算

 Goldman Sachsは、女性起業家への支援によって2030年のタイの一人当たりの平均収入が12%上昇するとの効果
を試算

IFCとDEGはタイ国内金融機関、アユタヤ銀行と共同で、国際/ASEANのソーシャルボンド基準に準拠し
た計2.2億USDのジェンダーボンド（Gender Bond）を発行することに合意（8月23日）

【ジェンダーボンド発行における関連ステークホルダー】
 発行者 ： IFC （1.5億USD）、DEG（0.7億USD）

 融資者 ： アユタヤ銀行

 監督 ： MUFG Securities Asia

【ジェンダーボンドの概要】
 アジア新興国において、国際資本市場協会(ICMA)のソーシャルボンド原則及びASEANソーシャルボンド基準（SBS）
に準拠した初のソーシャルボンドであり、アジア太平洋地域においては初のジェンダーボンドとして発行

 ジェンダーボンド発行により調達した資金は、タイの起業家への融資（主にローン）に活用

背景
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【37】 ：
国際機関、ドイツ・タイにおける多国間協力

タイ金融機関、アユタヤ銀行は、国際金融公社（IFC）とドイツ投資協会と連携し、
ジェンダーボンドを発行することで、国内の女性起業家への融資を実施

多国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：37 発行日：2019年8月25日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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陸上輸送及び交通安全分野の協力に関して、2つの共同宣言を調印（8月26日）

【宣言の調印者】

 ドイツ： German Institute Taipei

 ドイツ連邦交通デジタルインフラ省が立合い

 台湾 ： 中華民國交通部

【宣言の内容】

 陸上輸送に関する宣言：

 自動車、自動運転車の技術検査、高度道路交通システム（ITS）、鉄道、トンネル等
の分野において、政策、規制、標準に関する情報交換を実施
• 特に、自動運転車における政策、規制、標準、テスト、事故調査、訴訟、データ、プライバシー関連分野で協力

 交通安全に関する宣言：

 交通事故の原因や予防、高齢の道路利用者の増加に起因する課題等の分野において、意見交換や調査を実施

360

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【38】 ：
ドイツ・台湾における二国間協力

独German Institute Taipei及び中華民國交通部は、自動運転車の普及を見据え、
陸上輸送及び交通安全分野の協力に関する2つの共同宣言に調印

二国間に
おける協力

（要旨）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

事例集二国間協力

共同宣言調印の様子（上）

参照番号：38 発行日：2019年8月26日

背景

自動運転の先進国として、自動運転
バスの取り組みを強化

 バート・ビルンバッハにて初の自動運転バス
の実証事件を実施（2017年）

 ベルリンにて自動運転小型バス「See-

Meile」を試験運行中
（2019年8月16日～年末予定）

国内における自動運転車の公道走行を
見据え、規制整備を加速

 国内3つの研究チームが、商用車、ミニバ
ス、中型バスの自動運転の研究とテストを
実施

 自動運転車の公道走行により、交通事故
の削減、死傷者ゼロの目標達成を目指す

ドイツ
（German Institute Taipei）

台湾
（中華民國交通部）

将来的な自動運転
普及を見据えた
協力体制確立の

必要性

画像の出所：TAIWAN TODAY （https://jp.taiwantoday.tw/news.php?unit=148,149,150,151,152&post=161165）

https://jp.taiwantoday.tw/news.php?unit=148,149,150,151,152&post=161165
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【39】 ：
デンマーク・中国における二国間協力

デンマークは、食品安全及び有機食品の認証に関する協力に関し、中国と意見交換
を実施

食品安全及び有機食品の認証に関する協力について、意見交換を実施（9月9～10日）

【協議の主体者】

 Morgans Jensen氏
（Minister for Food, Fisheries and Equal Opportunities and Minister for Nordic Cooperation of Denmark）

 Sun Meijun氏（中国国家市場管理局副所長）

 Qu Dongyu氏（中国農業農村部副部長）

【協議の内容】

 食品の安全保障に関する協力強化について協議

 デンマーク企業によるエコラベル認証食品販売に関し、協力協定締結の可能性についても言及

二国間に
おける協力

（要旨）

中国に対し、安全性の高さを謳った食品
輸出の拡大を要望

 2014年以降、デンマークから中国への
有機食品輸出が4倍に増加

 特に、豚肉については213,000トンを輸
出（2018年）、今後も輸出の増加を想定

• デンマーク大手食品加工会社Danish 

Crownは、中国に豚肉加工工場を新設

持続可能で安全な食品への国内需要
増加に対応

 環境、自然、動物福祉へ配慮した安全な
食品の需要が増加

 国内の食品安全性強化のため、デンマー
クと連携し、継続的な取り組みを実施

 食品、獣医学の分野において、
約30の協力協定を締結

• デンマーク食品安全関係者が中国を
訪問し、デンマークの食品品質管理
システムについて講演

デンマーク 中国

食品の安全性強化
ための協力体制
確立の必要性

事例集二国間協力 参照番号：39 発行日：2019年9月9日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景
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TUV SUD Digitalとベトナム国家標準化機関（STAMEQ）は、Industrie 4.0に関心が高いステークホル
ダーを招待し、ベトナムにおけるスマートマニュファクチャリング分野の発展に向けた討議を実施
（2019年9月10日）

【セミナーの開催者・参画者】
 開催者 ：ドイツTUV SUD Digital、ベトナムSTAMEQ

 参画者 ：インダストリー4.0に関心が高い省庁、業界団体、および企業

【セミナーにおける決定事項】
 短期的事項として、TUV SUD DigitalとSTAMEQはベトナム国内で

Smart Industry Readiness Indexに基づくモデル事業の実証実験の実施に合意
 中長期的事項として、各省庁と連携し、ベトナムの製造事業者による
スマート製造の技術へのアクセス向上を目指すことに合意

二国間に
おける協力

（要旨）
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【40】 ：
ドイツ・ベトナムにおける二国間協力

TUV SUD DigitalはSTAMEQと共同でIndustrie 4.0関連セミナーを開催し、
ベトナムでスマートマニュファクチャリング実証事業を実施することを発表

事例集 参照番号：40二国間協力 発行日：2019年9月10日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

TUV SUDはシンガポールの経済開発庁（EDB）と共同で、各国・企業におけるスマート
マニュファクチャリングの成熟度を評価するSmart Industry Readiness Indexを構築
 各国・企業を対象とし、以下評価軸で成熟度を測る世界初のツールとして開発
 国 : 関連産業の成熟度・産業間の接続性
 企業 : RAMI 4.0※1に沿った評価フレームワーク（技術、プロセス、組織）

ベトナムは自国の生産性・競争力向上のため、Industrie 4.0の早期導入を目指し、
これまでアジア生産性機構（APO）開催の当該分野における討議会に積極的に参画
 Industrie 4.0導入に向け、Smart Industry Readiness Indexへも関心を表明

背景

セミナーの様子（上）

Smart Industry Readiness 

Indexのコンセプト

※1 Reference Architecture Model for Industrie 4.0

画像の出所：STAMEQ （https://tcvn.gov.vn/2019/09/som-hinh-thanh-mot-he-sinh-thai-ve-san-xuat-thong-minh-tai-viet-nam/）

https://tcvn.gov.vn/2019/09/som-hinh-thanh-mot-he-sinh-thai-ve-san-xuat-thong-minh-tai-viet-nam/
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【41】 ：
ドイツ・ベトナムにおける二国間協力

TUV SUDとベトナムのQUACERTは、ベトナムへの輸出製品に関する相互認証実施
に向けたMoUを締結

事例集 参照番号：41二国間協力 発行日：2019年9月12日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

TÜV SÜD PSBとベトナム認証機関QUACERTは、輸出製品の相互認証に係るMoUを締結

【MoU締結の主体者】
 ドイツ ：TÜV SÜD PSB

 ベトナム ：Vietnam Verification Center (QUACERT)

【MoU締結により期待される効果】
 製品輸出の際に、現地で試験・認証を行うのではなく、事前にTUV SUDによる工場審査・製品の試験・認証を行い、
相互認証を認めることで貿易を活発化

 ただし、現地の試験・認証が免除されるのは、認証機関試験場（CBTL）のスコープ範囲内の製品のみであり、試験・認証の
免除地域を限定（以下の国が対象）
• 東南アジア ： シンガポール、タイ
• 東アジア ： 中国、香港、台湾、韓国、日本
• 南アジア ： インド

MoU締結
（要旨）

背景

ドイツ認証機関TÜV SÜDは、ベトナム製品品質が欧州・米国の基準を順守するよう支援するため、
ホーチミン市に試験ラボを設立するなど、貿易・相互認証の活発化に向けた活動を推進（2018年8月）

 ベトナム製品が、製造業者と輸出企業の米国・欧州規格に基づく厳格な試験ニーズに対応できるよう研究所を構築

 主に、家具、ろうそく、おもちゃ、宝飾品、文房具、食器、装飾品などの消費者製品を対象
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【42】 ：
米国・インドにおける二国間協力

米国TIAは、米印2国間プロジェクトであるUS-India SCCPの一環として、インドの
TSDSIとMoUを締結し、5Gに係る規格の共同策定を発表

事例集 参照番号：42二国間協力 発行日：2019年9月16日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

米国貿易開発庁（USTDA）は複数分野において、インドとの2国間の官民協力を促す目的で、「US-

India Standard and Conformance Cooperation Program（US-India SCCP）」を始動（2018年）

 当プログラムにおいて両国は、「スマーシティ・持続可能な街づくり」、「水・衛生」、「クリーンエネルギー」の主要分野に
おける標準化関連の協力関係を構築

 上記分野に係る6つの規格案の策定を目的とし、それに伴う6件のセミナーを開催

US-India SCCP中でANSIは、インド工業連盟（CII）とインド規格局（BIS)と共同で「Smart Cities 

Conference: 5G Network Technologies, Applications, and Standards」を開催（2019年9月5日）

 当会議において、民間企業による5G活用のベストプラクティス・規格化の余地について共有

 また両国官民間での5Gに係る討議と5G関連規格を活用することによるスマートシティへのメリットを共有

MoU締結
（要旨）

5G活用に係る長期的な協力体制構築に向け、米Telecommunication Industry Association (TIA)

及び印Telecommunication Standards Development Society India (TSDSI)がMoUを締結

【MoU締結主体者】

 米国 Telecommunication Industry Association (TIA)

 インド Telecommunication Standards Development Society India （TSDSI）

【MoUの締結目的】

 TIA・TSDSIを通じた、米国・インド間での5G関連規格の共同策定

MoU締結の様子（上）

画像の出所：ANSI （https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=8e09deb1-108c-4f76-af08-c4cc4eb266ea）

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=8e09deb1-108c-4f76-af08-c4cc4eb266ea
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ASEAN諸国は、バンコク条約（東南アジア非核兵器地帯条約）を締結（1997年発行）
 締約国による核兵器の開発、製造、取得、所有、管理、配置、運搬、実験、領域内（公海を含む）における放射性物質の
投棄、大気中への放出を禁止

国際原子力機関（IAEA）は、平和的利用イニシアティブ（PUI）を通じ、ASEAN諸国における
原子力エネルギーの平和的利用を支援（2010年～）
 核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議において、原子力の平和的利用分野におけるIAEAの技術協力活動を促進
するための追加的な財源として設立

 開発途上国を中心に、発電（原子力安全、放射線防護）及び非発電分野（保健・医療、食糧・農業、水資源管理等）に
おいてプロジェクトを実施

 ASEAN地域においては、原子力緊急事態への準備、対応支援として、環境放射能データベースの確立及び緊急時
の計画立案構築等を支援

365

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【43】 ：
国際連合・ASEANにおける多国間協力

IAEAは、ASEAN諸国と原子力発電に関わる研究開発、技術共有、技術応用、
安全性管理等の分野において、協定を締結

事例集二国間協力 参照番号：43 発行日：2019年9月

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

原子力技術に関する研究開発、技術共有、技術応用、安全性管理等の分野における協力強化のための
協定を締結（9月16日）

【締結の主体者】
 国際原子力機関（IAEA）

 東南アジア諸国連合（ASEAN）

【締結の内容】
 ASEAN諸国の原子力技術及び安全性管理の分野における、情報交換及び
トレーニングの実施に関して、5年間の協力に同意

 特に、原子力エネルギーの平和的利用に関し、技術、政策、規制面で協力

 本協定を基盤として、既存及び新規プロジェクトの作業を拡大

多国間に
おける協力

（要旨）

背景

協定締結の様子（上）

画像の出所：ASEAN （https://asean.org/asean-signs-practical-arrangements-iaea/）

https://asean.org/asean-signs-practical-arrangements-iaea/
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ULはUL規格のベトナム国内での更なる普及を目指し、相互認証スキームの対象とするUL規格の拡大
を約束するMoUをベトナム国家標準化機関（STAMEQ）と締結（9月17日）

【MoU締結の主体者】
 米国 ：Underwriters Laboratory （UL）

 ベトナム ：Directorate for Standards, Metrology and Quality （STAMEQ）

【MoUの内容】
 UL規格をSTAMEQが国内活用できるようにすることで、相互互換性・相互認証
を更に促進することを規定

 国内において利用可能とする対象のUL規格については、必要に応じてULが精査

 具体的な対象とする規格分野については言及なし

366

米国Underwriters Laboratory（UL）は、ベトナム国内におけるUL規格の
さらなる利用拡大に向け、ベトナム国家標準局（STAMEQ）とMoUを締結

事例集 参照番号：44二国間協力 発行日：2019年9月17日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

米国Underwriters Laboratory（UL）は、べトナム国家標準化機関（STAMEQ）と協力し、UL規格の
国内利用に向けた相互認証スキームの構築を推進

 ULは、 STAMEQ立ち合いの下でベトナムの試験機関QUATEST 3とMoUを締結し、双方の試験結果に基づいた
STAMEQ・UL規格の相互互換性のスキームを確立（2008年10月）
 これにより、QUATEST 3の試験結果をUL規格の取得プロセスに流用することが可能に
 さらに海外で既にUL規格を取得した製品・サービスについては、ベトナム国内において再度QUATEST 3からの試験を受ける
ことなくベトナム国内で流通が可能に

 ULはSTAMEQとMoUを締結し、相互認証スキームを確立。安全性に係る一部UL規格がベトナム国内流通に際しての
公的規格として適用可能に（2016年9月）

 当該MoUを更新し、対象とする安全性関連規格を拡大（2019年8月）

背景

MoU締結
（要旨）

MoU締結の様子（上）

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【44】：
米国・ベトナムにおける二国間協力

画像の出所：STAMEQ （https://tcvn.gov.vn/2019/09/viet-nam-hop-tac-voi-ul-trong-linh-vuc-cap-phep-tieu-chuan/）

https://tcvn.gov.vn/2019/09/viet-nam-hop-tac-voi-ul-trong-linh-vuc-cap-phep-tieu-chuan/
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【45】 ：
英国・ベトナムにおける二国間協力

英国BSIは、スマートシティ分野における規格整備の加速を目的とし、
ベトナムSTAMEQとMoUを締結

事例集二国間協力 参照番号：45 発行日：2019年9月19日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

持続可能な開発やスマートシティ分野の標準化における協力強化のためのMoUを締結

【MoU締結の主体者】
 英国規格協会 （BSI）

 ベトナム規格・計量・品質総局 （STAMEQ）

【MoUの内容】
 持続可能な開発やスマートシティ等分野の標準化における協力体制強化に同意

 ベトナムの規格開発活動において英国規格の受入を承認

 ベストプラクティスを含む両国の標準化活動に関する情報の共有を実施

MoU締結
（要旨）

背景

スマートシティに関する規格整備を主導

 英政府主導のNPOであるFuture Cities 

Catapultと共同で、「Cities Standards 

Institute」イニシアティブを立ち上げ

 スマートシティに関する規格を共同開発

• PD 8100 Smart cities overview. Guide

• PD 8101 Smart cities. Guide to the role 

of the planning and development 

process

• PAS 181 Smart City Framework –

Guide to establishing strategies for 

smart cities and communities

政府主導のスマートシティ開発を加速
 シンガポールが主導する「ASEANスマー
トシティーネットワーク（ASCN）」にホーチ
ミン、ハノイ、ダナンの3都市が参画
（2018年4月）

 各都市が抱える環境や交通渋滞等の
課題をICTを活用し解決し、市民生活
の向上及びビジネス創出を目指す

 政府は、首相決定950/QD-TTg「2018年
から2025年までのベトナムの持続可能な
スマートシティ開発計画および2030年
までの方針」を公布（2018年8月）

スマートシティ開発
ための協力体制
確立の必要性

英国
（BSI）

ベトナム
（STAMEQ）



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

中国のEV産業は拡大を続けており、常習市含め複数都市がEV関連の製造基盤として成長

 特に常習市はEV裾野産業のハブとして位置づけられ、自動車部品、電池製造等の製造を集約

 BAIC BJEV, Dongfeng Motor, BYD Auto等複数のEV関連大手は、常習市にて工場を設置することを相次いで発表

同時に中国製EVの信頼性向上のため、第三者によるEV用電池・充電システム試験の需要が近年増加

 特に、性能及び安全性に係る試験の需要が高く、今後も増加傾向（見込み）

米国Underwriter Laboratories（UL）はEV用電池・充電システムの大規模試験規格を中国に設置。
EV関連部品及びEV用電池メーカーへの電池の安全性に係る試験・アドバイサリーサービスを提供

【ULによる提供サービスの概要】

 下記の部品・コンポーネントにおける安全性、性能、機能性の試験及び性能向上のための設計支援

 EV用電池本体（バッテリーセル、パック、部品）

 充電システム

 グリッドへの接続器（V2G接続）

 エネルギー貯蔵・モニタリングシステム

 安全性の他、エネルギー、サイバーセキュリティに係る知見、アドバイザリーも提供

【今後の予定】

 2020年初めに、約9,000m2規模の第1フェーズの試験機関を開設予定

368

ULは中国常習市にてEV用電池・充電システムの大規模試験機関を開設することを
発表

事例集 参照番号：46二国間協力 発行日：2019年9月21日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【46】 ：
米国・中国における二国間協力

二国間に
おける協力

（要旨）
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【47】【48】 （1/2）：
米国・インドネシアにおける二国間協力

米ULは、インドネシアBSNと火災安全、電気自動車及びスマートシティの標準化に
関する協力について議論

事例集二国間協力 参照番号：47、48 発行日：2019年9月24日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

火災安全、電気自動車及びスマートシティ分野の標準化における協力について協議

【協議の主体者】
 Underwriter Laboratory（UL）

 インドネシア国家標準化庁（BSN）

【協議の内容】
 火災安全、電気自動車及びスマートシティ分野の標準化に関し、7月のワークショップ
のフォローアップを含めた、協力の継続を協議

 また、標準化に関する教育関連活動の推進についても協議

二国間に
おける協力

（要旨）

背景

協議の様子（上）

スマートシティに関する標準整備を主導

 米国最大のスマートシティ業界団体Smart

City Councilに参画（2017年～）

 生活、雇用、持続性の高いスマートシ
ティの構築を目的とし、企業、大学等が
横断的な取り組みを推進

 また、スマートシティ分野標準化に関し、イン
ドネシアBSNと共同ワークショップを開催
（2019年7月）

 インドネシア技術製品原料認証所（B4T）
及びIndonesian Fire & Rescue 

Foundationが支援

政府主導のスマートシティ開発を加速

 通信情報省、財務省、国家開発計画庁
等7つの省庁が連携し連携し、「100 

Smart City」計画を推進（2017年～）

 国内の100市・郡を選定し、「スマート
シティ」化を推進、政府は専門家派遣
や予算面での補助を実施

 特に、防災、医療、教育分野における
取り組みを強化

 BSNは、スマートシティに関する国内規
格SNI ISO 37120：2018を発行し、計画
の更なる推進をサポート

スマートシティ開発
ための協力体制
確立の必要性

米国
（UL）

インドネシア
（BSN）

画像の出所：BSN （https://bsn.go.id/main/berita/detail/10489/rangkaian-pertemuan-bilateral-dan-trilateral-antara-bsn-dengan-mitra-kerja-sama）

https://bsn.go.id/main/berita/detail/10489/rangkaian-pertemuan-bilateral-dan-trilateral-antara-bsn-dengan-mitra-kerja-sama
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【47】【48】 （2/2）：
国際連合・インドネシアにおける多国間協力

UNIDOは、インドネシアBSNとGQSP SMART-Fish Indonesiaプロジェクトに関する
協力について議論

事例集二国間協力 参照番号：47、48 発行日：2019年9月24日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

UNIDOのGQSP SMART-Fish Indonesiaプロジェクトにおける継続的な協力について協議

【協議の主体者】
 国連工業開発機関（UNIDO）

 インドネシア国家標準化庁（BSN）

【協議の内容】
 プロジェクトのフェーズ2実施決定を踏まえ、継続的な協力に関して同意

多国間に
おける協力

（要旨）

背景

国連工業開発機関（UNIDO）は、スイス連邦経済省経済事務局（SECO）と共同で、
Global Quality Standards Program （GQSP）を開始（2017年）
 中所得国の中小企業（SME）に対し品質及び規格への準拠能力向上プログラムを提供し、市場アクセス機会の拡大を
企図

 インドネシア、ベトナム、コロンビア、ペルー、エジプト、ガーナ、南アフリカ、チュニジア、ウクライナ、ジョージア、
キルギス、タジキスタンを対象

 SECOが、プログラム資金として17.35M CHFを拠出

UNIDOは、GQSPの一環として、インドネシアにおいてSMART-Fish Indonesiaプロジェクトを実施
（2014～2019年）
 品質や規格準拠能力向上を通じ、バサ、マグロ、海藻等の水産物の輸出拡大を企図

 インドネシア海洋水産省（KKP）が主導し、他省庁、学術機関、NGO等が連携

 プロジェクトの成果として、Adib Global Food社が、冷凍バサ200トン
（472,000 USD相当）をサウジアラビアに初輸出（2019年5月）

UNIDOは、SMART-Fish Indonesiaプロジェクトのフェーズ2実施を決定
（2019～2022年）
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【49】 ：
欧州・アジアにおける多国間協力

欧州ANECは、アジア・欧州環境フォーラムにて、持続可能な消費と生産に関する
見解を発表

事例集二国間協力 参照番号：49 発行日：2019年9月

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ANECは、ASEFら主催のアジア・欧州環境フォーラム（ENVforum）で持続可能な消費と生産（SCP）に
関する見解を発表（7月）

【会議の主催者】
 地球環境戦略研究機関（IGES）

 アジア欧州財団（ASEF）

【会議の内容】
 環境に関する2つのテーマについて議論を実施

 使い捨てプラスチック

 食品、健康及び持続可能性

 ANECは、プラスチックの過剰消費に対応する消費者の役割を検討するグループに参加し、
プラスチック使用の全面禁止は非現実的であり、量の軽減等、補完的な規制の実施に焦点を当てることに合意

多国間に
おける協力

（要旨）

背景

アジア・欧州間の知的、文化的、人的交流を目的として、アジア欧州財団（ASEF）が設立（1997年）
 第1回アジア欧州会合（ASEM）の提言を受け発足し、53か国が加盟

 アジア・欧州間の様々な側面での交流に関する活動を実施

 知的、文化的、人的交流を通じた、アジア・欧州の人々の相互理解と協力を促進

 アジア欧州会議（ASEM）の市民社会のアウトリーチとして、対話プラットフォームを構築

 市民社会とASEM政府の間のインターフェースとして、独自の提言を提供

各国専門家によるアジア・欧州環境フォーラム（ENVforum）が設立（2003年）
 各国政府、国際機関、民間、学界、NGO等の1,700人以上の専門家が参加

 2013年以降、SDGsの実装及びモニタリングに関するサポートを提供

 SDGs及び関連指標の調査、専門家会議の開催、政策立案者への提言

アジア

会議の様子（上）

画像の出所：ANEC （https://www.anec.eu/publications/newsletters/824-interview-with-jens-henriksson-anec-vice-president-anec-enewsletter-ed-7-2019）

https://www.anec.eu/publications/newsletters/824-interview-with-jens-henriksson-anec-vice-president-anec-enewsletter-ed-7-2019
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CSA（シンガポール政府/サイバーセキュリティ庁）は、Dutch National Cyber Security Centre 

（NCSC）と共同で、レポート"The Internet of Things (IoT) Security Landscape Study"を発行

【レポート作成の背景】
 CSAがNCSCに調査を受託し、オランダ応用科学研究機構（TNO）が調査を実施。MEACが支援

 2017年に実施された二国間ワークショップ及びGFCEの年次総会の成果として発表

【レポート作成の目的】
 IoT製品及びサービスに関するイノベーションと標準化の促進による安全なサイバー空間の構築

【レポートの内容】
 IoTセキュリティに関する11の課題について、現在の技術及び政策の分析結果並びに推奨事項を記載
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【50】 ：
オランダ・シンガポールにおける二国間協力

オランダとシンガポールは、IoT分野に関する連携成果の1つとして、IoTセキュリティ
に関するレポートを発行

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力

レポート表紙（上）

参照番号：50 発行日：2019年10月2日

背景

蘭National Cyber Security Centre （NCSC）は、サイバーセキュリティ分野における協力に
関してシンガポール政府サイバーセキュリティ庁（CSA）とMoUを締結（2016年）

オランダ政府が主催するサイバーセキュリティに関する国際会議”One Conference”にて、
シンガポールとオランダは、IoTセキュリティに関するワークショップを開催（2017年5月）
 Ministry of Justice and Security、Ministry of Economic Affairs and Climate Policy （MEAC）、NCSCが主催

シンガポールとオランダは、Global Forum on Cyber Expertise （GFCE）
にて、IoTセキュリティに関するワークショップを開催（2017年5月）
 GFCEは、サイバーキャパシティビルディングに関するベストプラクティス及び専門知識の共有を
目的とした、国家、国際組織及び民間企業のグローバルプラットフォームであり、現在79のメンバーが参加

 MEACとCSAは、GFCE内のInternational IoT Security Initiativeを主導

 より安全なIoT環境の実現のため、政策立案者、規制当局、最高情報セキュリティ責任者（CISO）向けに
IoTセキュリティに関するガイダンスを提供

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所：CSA （https://www.csa.gov.sg/news/publications/iot-security-landscape）

https://www.csa.gov.sg/news/publications/iot-security-landscape
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IoT分野における協力に関して、共同声明を発表（2019年10月3日）

【共同声明の締結者】
 英国：National Cyber Security Centre

 シンガポール：Cyber Security Agency of Singapore

【共同声明の内容】
 “secure by default”をコンセプトにIoT分野の取組みの加速に同意

 IoTデバイスメーカーに対し、グローバル基準のグッドプラクティス（以下、例）の実装を促進

 ユニバーサルデフォルトパスワードの使用等、セキュリティリスクの解消

 IoT業界全体の脆弱性開示プロセスの標準化

 ソフトウェアセキュリティ更新プログラムの開発と展開の促進
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【51】 ：
英国・シンガポールにおける二国間協力

英国とシンガポールは、メーカーへのグッドプラクティス実装等、 IoT分野における
更なる協力の促進に向け、共同声明を発表

共同声明発表
（要旨）

事例集二国間協力

共同声明発表の様子（上）

参照番号：51 発行日：2019年10月3日

背景

英連邦（The Commonwealth）は、”Commonwealth Cyber Declaration”発表し、
IoTデバイスのセキュリティ向上への取組みを表明（2018年）
 英連邦は、主に英国及びその植民地であった独立主権国家から成る緩やかな国家連合として現在53か国が加盟

 サイバースペースの発展が、英連邦の経済的、社会的、文化的、政治的生活に強力な貢献をしたとし、
3つの軸を中心に、引き続きサイバースペースの発展を促進することを宣言

 経済的／社会的発展及び権利をオンライ上で保証するサイバースペースの構築

 効果的な国家サイバーセキュリティ対応基盤の構築

 国際的な協力を通じたサイバースペースの安定性の促進

英国とシンガポールは、戦略的パートナーシップ ”SG-UK Partnership for the Future”を開始
（2019年1月）
 主に4つの分野において、既存の結びつきを基盤に連携を強化

 デジタル経済、持続可能なビジネスとイノベーション、セキュリティと防衛、教育・文化・若者

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：英国政府 （https://www.gov.uk/government/news/secure-by-design-uk-singapore-iot-statement）

https://www.gov.uk/government/news/secure-by-design-uk-singapore-iot-statement
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【52】 ：
国際・中国における多国間協力

ASAMと中CATARCは、中国の自動車産業におけるASAM規格の普及に向け、
共同イニシアチブ「C-ASAM」を設立（2019年10月）

Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems （ASAM）と

中国自動車技術研究センター（CATARC）は、中国自動車市場のイノベーション推進及びASAM規格の
普及における協力に関するMoUを締結（2019年5月）

 ASAMは、中国自動車市場においてASAM規格の普及を推進

 特に、エンジニアリングプロセスの効率化及び企業内ワークフローの改善を強化

 CATARCは、ASAM規格の普及推進の実行面で、ASAMに協力

 中国現地スタッフの獲得及びマネジメント等の人材面や法律、管理面でサポート

 更に、ASAMとCATARCは、新イニシアチブ 「C-ASAM」の設立に合意、
本年中に契約書へ署名予定であることを表明

多国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：52 発行日：2019年10月10日

背景

ASAMはCATARCと共同で、中国市場におけるASAM規格の普及拡大のため、
新イニシアチブ「C-ASAM」の設立を発表（2019年10月）

【協力の内容】

 中国の自動車産業におけるASAM規格の使用促進
（ASAM規格に関するトレーニング実施を含む）

 新規ASAM規格の開発

 中国の需要に応じた既存ASAM規格の改訂

 C-ASAMは、初の活動としてシミュレーション領域のASAM OpenX規格に関する活動を計画中
設立の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：ASAM （https://www.asam.net/news-media/news/detail/news/asam-and-catarc-launch-joint-initiative-to-tap-chinese-market-for-asam-standardization/）

https://www.asam.net/news-media/news/detail/news/asam-and-catarc-launch-joint-initiative-to-tap-chinese-market-for-asam-standardization/
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【53】 ：
米国・シンガポールにおける二国間協力

米ASTMは積層造形の標準化研究支援のため、支援対象である9つの積層造形
研究プロジェクトの1つとしてシンガポールNAMICへの資金提供を発表

シンガポールNational Additive Manufacturing Innovation Cluster（NAMIC）は、
米国材料試験協会（ASTM）とMoUを締結、Global Additive Manufacturing Center of Excellence

（AM CoE）に戦略的パートナーとして参加（2018年10月）

 AM CoEは、ASTM及びそのメンバー、政府、学界、業界の代表者との協力的パートナーシップ

 共同設立パートナーとして、米オーバーン大学、米EWI、アメリカ航空宇宙局（NASA）、
英Manufacturing Technology Centre（MTC）が参加

 戦略的パートナーとして、NAMICの他、米National Institute for Aviation Research（NAIR）が参加

 戦略的R＆Dの実施による積層造形（AM）の標準化を促進し、変革をもたらすテクノロジーの開発と採用を加速

 5つの戦略的ゴールを設定

 標準に関するギャップの解消及びニーズの充足

 全産業をサポートするAMの研究開発（R&D）の実施

 強力なグローバルパートナーシップの構築

 教育、トレーニング、習熟度テスト、認証のサポート

 専門家向けAMイベント、ワークショップ、シンポジウムを開催

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：53 発行日：2019年10月12日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

米国材料試験協会（ASTM）は、積層造形の標準化研究支援のため、支援対象である9つの積層造形
（AM）研究プロジェクトの1つとしてNAMICへの資金提供を発表（2019年9月）

【資金提供概要】
 資金提供はASTM国際研究・イノベーション小委員会（F42.90.05）によって承認され、30万ドル及び現物を提供

 NAMICは、2つのプロジェクトを実施予定

• 軸外モニタリングを使用したレーザーパウダーベッドフュージョン（L-PBF）方式による光学画像と熱画像の取得

• 指向性エネルギー蒸着（DED）と材料押出（MEX）に固有のガイドラインとベストプラクティス
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【54】 ：
ロシア・中国における二国間協力

中SAC及び露Rosstandartは、中ロ民間航空機標準特別チームの第8回作業会議
を開催し、民間航空機の技術文書の管理規則の共同編集に合意

中国一帯一路建設活動推進指導チーム弁公室は、「標準連結一帯一路行動計画（2015−17年）」を発表
（2015年10月）
 中国と沿線諸国の標準化に関する協力及び相互接続を進化し、中国の製品、技術、サービス等の海外進出を志向

 計画発表より2年間で、航空・宇宙、製鉄、建設機械、家電等の74件の国家規格の外国語版を発行

中国は、「一帯一路」の参加21カ国との間で、標準化協力協定に調印（2017年5月）
 中国とロシアは、民間航空機に関する規格の相互認証の枠組み構築及び規格の共同作成のため、
「中ロ民間航空機標準特別チーム」を発足

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：54 発行日：2019年10月16日

背景

中ロ民間航空機標準特別チームの第8回作業会議を開催（2019年10月11～12日）

【協議の主体者】
 ロシア：連邦技術規則・計量庁（Rosstandart）

 中国：国家標準化管理委員会（SAC）

 その他、両国の機械メーカー、研究機関、標準化関連機関が参加

【協議の内容】
 民間航空機の技術文書の管理規則の共同編集に合意、署名

 2つの規格について署名し、正式に発行

 GOST 20296-2014 Aircraft and helicopter of civil aviation

- Acceptable noise levels in flight decks and in salons and methods of noise measurement

 GOST R 56080-2014 Aircraft. Flight safety, reliability, testability and maintainability programs.

General Requirements

 ワイドボディ旅客機の用語表開発とISO規格の共同開発について意見交換を実施し、作業計画について決定

協議、署名の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：SAC （http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191021_343811.htm）

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191021_343811.htm
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【55】 ：
欧州・中国における多国間協力

中SAMRは、中国における標準化の状況に関してETSIと意見交換を実施、
更なる協力の可能性について検討

中国における標準化の状況及び今後の協力可能性に関して意見交換を実施（2019年10月15日）

【協議の主体者】
 欧州：欧州電気通信標準化機構（ETSI）

 中国：国家市場監督管理総局（SAMR）

【協議の内容】
 中国の標準化改革、中国標準2035、企業と標準の進展及びETSIの作業内容について協議

 共通の関心を持つ分野において、今後の協力可能性を検討

多国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：55 発行日：2019年10月16日

中国における欧州の標準化システムの認知度向上を目的として、Seconded European 

Standardization Expert in China（SESEC）プロジェクトを開始（2006年～）
 欧州企業の中国市場参入の促進及び欧州・中国間及び国際貿易の障壁削減を目的

 また、欧州標準化機関及び国家標準化管理委員会（SAC）等の中国標準化機関間の対話を促進

 欧州標準化機関が主体となり運営
• CEN、CENELEC、欧州電気通信標準化機構（ETSI）、欧州委員会（EC）、欧州自由貿易連合（EFTA）

 9つの優先分野に注力し、プロジェクトを推進
• IoT / M2M

• 通信ネットワークとサービス

• サイバーセキュリティとデジタルアイデンティティ

• スマートシティ（交通、電力網、計量を含む）

• 電気及び電子製品;

• 一般的な製品の安全性

• 医療機器

• 化粧品

• エネルギーマネジメントと環境保護（EPBD、エコデザイン、ラベリングを含む）

背景

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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アメリカ石油協会（API）は、湾岸協力会議標準化機構（GSO）と石油及びガス産業における
標準の調和における協力に関するMoUを締結（2019年3月）

 石油及びガス産業における安全性、環境保護、持続可能性を促進する標準の調和を目的

 石油及びガス産業における技術規制と標準化の分野において連携を強化

 業界慣行の標準化

 天然ガス及び石油産業の認証に関する情報の交換

 経済分析や毒物学的試験の分野における共同研究及び統計分析の実施、データ及び研究結果の共有

 API及びGSOの専門家コミュニティ内の知識レベル向上のためのキャパシティビルディングの実施

 地域間の技術協力を強化するための専門家の交換

石油及びガス産業における技術標準開発及びキャパシティビルディングに関する協力協定を締結

（2019年10月）

【協定締結の主体者】
 米国：アメリカ石油協会（API）
 サウジアラビア：Saudi Standards, Metrology and Quality Organization（SASO）

【協定の内容】
 石油及びガス産業に適用される仕様、規格、規制等の開発、研究の実施
 API RP 754 “Process Safety Performance Indicators for the Refining 

and Petrochemical Industries”等のAPI標準やProcess Safety Site 

Assessment Program（PSSAP）等のAPIプログラムの実装も視野
 トレーニングプログラムやセミナーを通じた従業員の能力の向上
 標準化に関する情報交換の促進

背景

378

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【56】 ：
米国・サウジアラビアにおける二国間協力

米APIは、サウジアラビアSASOと石油及びガス産業における技術標準開発及び
キャパシティビルディングに関する協力協定を締結

二国間に
おける協結

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：56 発行日：2019年10月17日

協定締結の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所：SASO （https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/news/Pages/saso_news_1048.aspx）

https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/news/Pages/saso_news_1048.aspx
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【57】 ：
欧州・アジア等における多国間協力

EUは、国際的な持続可能な投資規則及び基準の調和を目的に、
International Platform on Sustainable Finance （IPSF）を設立

事例集二国間協力 参照番号：57 発行日：2019年10月19日

EUは、国際的な民間及び公共の持続可能な投資規則及び基準の調和を目的に、
International Platform on Sustainable Finance （IPSF）を設立 （2019年10月18日）

【IPSFのメンバー】
 EU、カナダ、アルゼンチン、チリ、中国、インド、ケニア、モロッコの関係機関

 メンバー国全体で世界GDPの44％を占め、同量の二酸化炭素排出削減量の義務を負担

【IPSFの設立目的】
 世界の持続可能な投資に関する規則及び基準の調和を行うことにより、民間資本の流入を促進

【IPSFの活動概要】
 特に、分類、開示及び基準の領域において活動を実施

 持続可能な金融のベストプラクティス情報の交換と普及

 持続可能な金融の国際的な拡大に向けた障壁と機会の特定

 持続可能な金融問題に関する国際的な協力の調整及び強化

多国間に
おける協力

（要旨）

背景

EUは、 温室効果ガス排出量の大幅削減（～2030年）及びゼロ（～2050年）を志向
 2030年までの排出量を削減に向け、製造業、農業、エネルギー等の多くの分野では、1800〜2,900億ユーロの
追加年次投資が必要と試算

 目標達成に向け、公的資金のみでは賄いきれないため、民間資本の流入促進の必要性を確認

Technical Expert Group on Sustainable Finance （TEG）は、
Taxonomy Technical Reportを発行（2019年6月）
 民間資本の流入を促進するため、持続可能な投資を区別するためのガイドラインを提供

 中国を含む多国も、持続可能な投資に関する独自ルールを定めており、市場の断片化を防ぐために
基準の調和を目的とした共同イニシアチブの必要性を確認

アジア等

出所：公開情報に基づきDTC作成。
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【58】 ：
国際・ドイツ/ロシア/中国における多国間協力

IECは、主に標準化分野のトレーニング及びキャパシティビルディング強化のため、
独DKE、露Rosstandart、中NCSE及びSACとMoUを締結

事例集二国間協力 参照番号：58 発行日：2019年10月21日

国際電気標準会議（IEC） Academy & Capacity Buildingは、IECの専門家及びスタッフの育成のため、
トレーニング及びキャパシティビルディング活動を実施
 IEC専門家向けのイベントの開催やウェビナーの提供他、世界中の大学において講演や教育プログラムを提供

背景

ドイツでの標準化トレーニング及びキャパシティビルディング強化のためMoUを締結（2019年10月22日）
【MoU締結の主体者】
 国際：国際電気標準会議（IEC） Academy & Capacity Building

 ドイツ：Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik （DKE）
【MoUの内容】
 若手標準化人材ネットワーク「Next Generation DKE」等と連携し、
標準化に関するトレーニング及びキャパシティビルディングを促進

MoU

/契約
締結（要旨）

ロシアの大学と標準化分野での連携強化のためMoUを締結（2019年10月23日）
【MoU締結の主体者】
 国際：国際電気標準会議（IEC） Academy & Capacity Building

 ロシア：連邦技術規則・計量庁（Rosstandart）
【MoUの内容】
 ロシアの大学において標準化の導入を促進

中国でのIEC規格普及のため、ライセンス契約を締結（2019年10月22日）
【MoU締結の主体者】
 国際：国際電気標準会議（IEC） Academy & Capacity Building

 中国：National Center of Standards Evaluation, SAMR（NCSE）、
国家標準化管理委員会（SAC）

【MoUの内容】
 中国市場でのIEC規格のライセンス販売を実施。また深圳技術大学と共同教育プログラムを展開

1

2

3

MoU締結の様子（右）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：NCSE （http://www.ncse.ac.cn/newsinfo/1788268.html?templateId=576169）

http://www.ncse.ac.cn/newsinfo/1788268.html?templateId=576169
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【59】 ：
欧州・中国における二国間協力

欧ETSIは中CESIとIoT、ネットワーク情報セキュリティ、インテリジェント製造、
ブロックチェーン等の分野の標準化における協力に関するMoUの内容に合意

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力

協議の様子（上）

参照番号：59 発行日：2019年10月21日

背景

ETSIはCESIと意見交換を実施し、IoT、ネットワーク情報セキュリティ、インテリジェント製造、
ブロックチェーン等の分野の標準化における協力に関するMoUの内容に合意（2019年10月16日）

【MoUの主体者】
 欧州：欧州電気通信標準化機構（ETSI）

 中国：中国電子技術標準化研究院（CESI）

【MoUの内容】
 IoT、ネットワーク情報セキュリティ、インテリジェント製造、ブロックチェーン等の
分野の標準化において情報共有及び共同作業を促進することに合意

欧州電気通信標準化機構（ETSI）は、中国電子技術標準化研究院（CESI）を訪問、
新規分野における双方の協力可能性に関する意見交換を実施（2017年6月）
 ETSIは、oneM2M（Machine to Machine）における取組みについて紹介

 （参考）oneM2M：M2Mに関する国際標準仕様策定のためのパートナーシップ（2012年）

 ETSI含む欧州、米国、日本、韓国、中国、インドの標準化機関が参加

 IoT、スマートシティ、ネットワーク情報セキュリティ、ビッグデータ、クラウドコンピューティング等の分野における
標準化に関する協力可能性について、MoUの締結も含めて検討

ETSIは、CESIと双方に関心のある分野において協力を促進するため、
MoUの内容に予備的に合意（2019年4月）
 ETSIとCESIは、IoT、ネットワーク情報セキュリティ、ビッグデータ、クラウドコンピューティング等の分野の標準化
における協力に関するMoUの内容に予備的に合意

 また、ETSIは、3GPPや及びoneM2Mにおける標準化動向について報告

 （参考）3GPP：第3世代携帯電話システム（3G）の国際標準仕様策定のためのパートナシップ（1998年）

 ETSI含む欧州、米国、日本、韓国、中国、インドの標準化機関が参加

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：CESI（http://www.cesi.cn/201910/5692.html）

http://www.cesi.cn/201910/5692.html
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【60】 ：
フランス・中国における二国間協力

仏AFNOR及びOrléans市副市長は、中SAMRと都市間の標準化協力に関する
意見交換を実施

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：60 発行日：2019年10月30日

背景

仏AFNOR及びOrléans市副市長は、国家市場監督管理総局（SAMR）と第2回青島国際標準化
フォーラム中に都市間の標準化協力に関する意見交換を実施（2019年10月29日）

【協議の主体者】

 フランス：フランス規格協会（AFNOR）、 Orléans副市長

 中国：国家市場監督管理総局（SAMR）

【協議の内容】

 都市間の標準化協力の状況に関して議論

フランス規格協会（AFNOR）は、中国における標準化関連機関と
標準化活動に係る対話の強化に向けた協力協定を相次いで締結

 AFNORと国家標準化管理委員会（SAC）による協力協定（2013年）

 AFNORと中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ）による協力協定（2014年）

Olivier Peyrat氏（CEO, AFNOR）が、中国政府の標準化アドバイザーに就任（2016年9月）

 AFNORとSACの標準化に関する二国間対話を促進

 中国国家認証認可監督管理委員会（CNCA）との協力関係の維持にも言及

 Olivier Peyrat氏は、ISOの財務担当副総裁も務めていることから、
中国に対し国際標準化の取り組み強化に向けた助言提供も表明

AFNOR、SAC、AQSIQは、自主的な国際標準の共同策定のため、
協力協定を更新（2018年1月）

 特に、未来の産業、Eコマース、気候変動分野における標準化に着手

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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国際標準化機構発展途上国対策委員会（ISO/DEVCO）は、湾岸協力会議標準化機構（GSO）と
標準化分野に関するワークショップの開催等、継続的な協力関係を構築

GSOはISO/DEVCOにおいて、複数の標準化機関と標準化活動に係る協力関係を構築（2019年10月）

【MoU/契約の締結/更新】
 国際標準化機構（ISO）
 標準化分野、情報交換、技術能力プログラムにおける技術協力に関するMoUを締結

 国際電気通信連合（ITU）
 GSO加盟国におけるITU規格の使用促進及びITU規格の策定作業への関与、
情報交換、キャパシティビルディング等における協力に関するMoUを締結（9月18日）

 CEN/CENELEC

 欧州規格に対するアクセスに関する著作権及び使用許諾契約を締結
 インドネシア国家標準化庁（BSN）
 貿易の円滑化のため、標準、測定及び評価分野におけるMoUを更新

【その他協力に関する合意】
 米国国家規格協会（ANSI）
 Executive Program for 2020における協力について合意

 米国試験材料協会（ASTM）
 現在の活動評価及び既存MoUの枠組み内における協力について合意

【意見交換の実施】
 Underwriters Laboratories Inc. （UL）
 規格及び能力開発プログラム分野における技術協力について協議

 Department of Standards Malaysia

 ハラル製品、化粧品、能力開発プログラム分野における標準の調査について協議

背景

383

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【61】 ：
国際・中東における多国間協力

湾岸協力会議標準化機構（GSO）は、ISO/DEVCO総会において、ISO、ITU等の複数
の標準化機関と標準化活動に係る協力関係を構築

多国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：61 発行日：2019年10月5日

MoU締結の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：GSO （http://www.cesi.cn/201910/5692.html）

http://www.cesi.cn/201910/5692.html
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英外務省とASEAN-BACは、ASEANの貿易標準化及びデジタル化に関するLOIを締結
（2019年11月1日）
【LOIの締結者】
 英国：外務省

 ASEAN：ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)

【LOIの内容】
 英国ODAのGTPに基づき、ASEAN地域の貿易に関するビジネス文書の標準化
及びデジタル化を実施
 国際貿易に関する規制と文書の標準化に関するガイダンス及びプロジェクトロードマップを策定

384

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【62】 ：
英国・ASEANにおける多国間協力

英外務省とASEAN-BACは、ASEAN地域の貿易における標準化及びデジタル化を
推進するため、LOIを締結

LOI締結
（要旨）

事例集二国間協力

LOI締結の様子（上）

参照番号：62 発行日：2019年11月1日

背景

国際貿易に関する援助を通じ、新興
市場と戦略的パートナーシップを構築

 英国外務省は、政府開発援助（ODA）とし
て「Global Trade Programme (GTP)」を
開始

 中所得国を対象に、貿易コストの削減
に向けた技術支援を実施

• 国際貿易関r年規制の整備

• 国際標準採用の促進

• National Quality Infrastructure (NQI)

開発の支援

• 税関手続きの効率化、等

ASEANは、「Digital Integration 

Framework Action Plan 2019-2025」
を発表、デジタル貿易を促進

 ASEAN地域内におけるデジタルな統合
を進め、競争力を強化し、更なる経済
発展を志向

 特に、デジタルを活用したシームレス
な貿易フローの実現に注力

• 地域内の統合された物流の整備
及びデジタル化を促進

英国
（外務省）

ASEAN
（ASEAN Business Advisory Council）

国際貿易推進の
ための協力体制
確立の必要性

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所：英国政府 （https://www.gov.uk/government/news/the-uk-and-asean-bac-sign-a-letter-of-intent）

https://www.gov.uk/government/news/the-uk-and-asean-bac-sign-a-letter-of-intent
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ドイツのメルケル首相は、第5回政府間協議（IGC）においてインドのモディ首相と会談
し、標準化推進に言及した共同宣言を発表

385

ドイツのメルケル首相は、インドのモディ首相と会談し、標準化の推進に言及した共同宣言を発表
（2019年11月1日@インド）

【共同宣言の概要】

 両国にとって「インド・ドイツ戦略的パートナシップ」が、民主主義、自由で公正な貿易、
ルールに基づく国際秩序、及び相互信頼・尊重といった共通の価値観に基づくもの
であることを再確認

 主に、先端技術や持続性に係る下記論点について協議を推進していくことに同意

 AIなどの最先端技術とイノベーションを通じたデジタルトランスフォーメーションの推進

 気候変動対策への協力を通じた持続可能な経済成長の実現

 熟練労働者の合法的な移動を通じた人的交流の余地の創出

 多国間機関の強化と更新を通じた信頼できる国際秩序への貢献

（参考：共同宣言における標準化施策に係る事項）

 両国は、標準化、ITセキュリティ、実証基盤やユースケース、ビジネスモデル・BtoBプラットフォームに関する協力と情報交換

のため、プラットフォームインダストリー4.0とプラットフォームスマートシティの連関を形成することで合意

共同宣言発出
（要旨）

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【63】 ：
ドイツ・インドにおける二国間協力

事例集二国間協力 参照番号：63 発行日：2019年11月1日

ドイツは、官民連携で国策としてインダストリー4.0を打ち出し、当コンセプトの国際的な普及を推進
 ドイツ政府は、シーメンスやSAPなどと官民一体で推進

両国はInter-Governmental Consultations (IGC) を通じ、インダストリー4.0関連施策にも言及
 IGCを、両国の首相、閣僚が参加し技術政策を含む幅広い問題を協議する枠組みとして開催

 前回2017年に開催された第4回IGCにおいても、インダストリー4.0に関する協力の可能性に言及

出所：公開情報に基づきDTC作成
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OpenStack Foundationは、オープンソースエコシステムの開発を共同で推進する
ため、CESIとMoUを締結

386

OpenStack Foundation（OSF）と中国電子技術標準化研究院（CESI）は、オープンソースエコシステム
の開発を共同で推進するための戦略的協力覚書に署名（2019年11月4日）

【MoU締結の主体者】

 国際：OpenStack Foundation（OSF）

 中国：中国電子技術標準化研究院（CESI）

【MoUの内容】

 OpenStackの新興技術の適用、評価、認証の促進

 クラウドコンピューティング分野での相互接続と相互運用性促進

 オープンソース分野での新しい技術の開発

 OpenStackの開発における規格策定

 関連規格に基づくテスト計画と規格の策定

 事例研究、相互運用性評価及び認証によるオープンソースエコシステム
の秩序ある開発促進

 関連する相互運用性評価ツールの開発及び保守の促進

MoU締結
（要旨）

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【64】 ：
国際団体・中国における多国間協力

事例集二国間協力 参照番号：64 発行日：2019年11月5日

中国政府は、クラウド環境構築のためのオープンソースソフトウェアであるOpenStackの開発に対する
支援や積極的な利用を推進
 中国はOpenStackの開発に積極的に関与し、最新版リリースに際しては変更箇所数で世界第2位の貢献を達成

 世界のOpenStack導入の過半数を中国が占める等、中国国内においてOpenStackが広く普及

 China Mobile, China UnionPay, China Railway, the State Grid Corporation of Chinaといった大企業がOpenStackを利用

 OpenStackの世界市場規模は2023年に77億ドルに達し、そのうち2/3を中国が占めるとの予測あり

OSFとCESIによる署名の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所：CESI （http://www.cesi.cn/201911/5742.html）

http://www.cesi.cn/201911/5742.html
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25th Yiwu International Fairが開催においてIEC/TC 111事務局・関係者らが参加し、電子、電気製品
に関する規格について発表（2019年10月21日～25日＠義烏市）

【イベント主催者】

 中国国家標準化管理委員会（SAC）、商務部、浙江省関係機関

【イベント概要】

 製品の質と国際貿易における規格の果たす役割をメインテーマとして開催

 IEC/TC 111は、電子、電気機器に含まれる物質、材料の報告基準に関する規格
IEC 62474について発表

 IEC/TC 111、IECアジア太平洋地域センターの他、中国、欧州、米国の
標準化機関、韓国、オーストラリア、日本、ブラジル、ドイツ、イタリア、
中国の2,000以上の民間企業から、2万人が参加

多国間に
おける協力

（要旨）

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【65】 ：
国際・中国における多国間協力

事例集二国間協力 参照番号：65 発行日：2019年11月6日

国際電気標準会議（IEC）は、IEC/TC 111において電子、電気製品の環境規格を策定
するに際し中国認証機関との協力を推進
 IEC/TC 111 （Environmental Standardization for Electrical and Electronic products and systems）は、
中国の第三者認証機関であるCQCと協力し規格策定を推進

 当該TCの5規格の策定を中国がリード、17の規格や技術報告書（TR）を中国の国内規格に導入

• IEC 62321-12（ Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 12: Simultaneous 

determination – Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas 

chromatography-mass spectrometry）策定に際し、危険物質の試験に関する中国国内規格の一部を採用するよう提案

 IEC / TC 111には、中国から国別で最大の35人の専門家が参加

• 製品カテゴリーに関する規則の議論を主導している他、エコラベルの整合化の可能性に関する調査に従事

IEC/TC 111は、電子、電気製品に関する規格策定に際し中国との協力を強化
しており、関連イベントを実施（2019年10月）

イベントの様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所：IEC Blog （https://blog.iec.ch/2019/11/iec-takes-part-in-25th-china-yiwu-international-fair/）

https://blog.iec.ch/2019/11/iec-takes-part-in-25th-china-yiwu-international-fair/
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米国国家規格協会（ANSI）は、インド太平洋地域における標準化推進のための
プログラムSTCPを実施

388

米国貿易開発庁（USTDA）は、米国国家規格協会（ANSI）を米・インド太平洋規格・技術協力プログラム
（STCP）の実施主体に選定（2019年11月）

【協力プログラムの参画者】

 米国：米国国家規格協会（ANSI）

 インド太平洋：各国政府、産業界代表者

【プログラムの実施内容】

 ANSIは、政府関係者、産業界代表者を招集し、米国・インド太平洋地域における商業、産業規格の情報や実務を
共有

 今後3年間で12の技術ワークショップを開催し、スマートグリッドをはじめとする以下技術関連の課題を扱う予定

 スマートグリッド

 交通

 エネルギー貯蔵

 スマートシティ

 サイバーセキュリティ

 医療機器

多国間に
おける協力

（要旨）

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【66】 ：
米国・インド太平洋地域における多国間協力

事例集二国間協力 参照番号：66 発行日：2019年11月7日

米国政府は、インド太平洋地域における標準化推進のためのプログラム（Standard & Technology 

Cooperation Program: STCP）を設置、推進
 米国貿易開発庁（USTDA）は、インド太平洋地域の意思決定者を育成し、
ベストプラクティスに沿って規格や検査プロトコル、規制手順を策定、実施する
ことを目的とし、米・インド太平洋規格・技術協力プログラム（STCP）を発足

インド
太平洋

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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欧州委員会と中国工業情報部は、情報技術、通信、情報化分野に関する
第10回EU・中国 ICT対話を実施

389

中国工業情報化部は、情報技術、通信、情報化分野に関する第10回EU・中国 ICT対話を主催
（2019年11月8日）

【対話の主体者】

 欧州：欧州委員会通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局（CNECT）

 中国：中国工業情報化部

【対話の内容】

 情報技術、通信、情報化分野における中国・EU協力の進捗共有

 デジタルエコノミーをはじめとしたICT領域での双方の政策を共有

 デジタルエコノミー、業界監督とネットワークセキュリティ、
5Gセキュリティと開発、AI、産業のデジタル化

 共通の懸念事項と認識の共有

（参考：中国工業情報化部Chen Zhaoxiong副大臣の発言）

 第9回EU・中国対話以降、下記の領域で協力を強化してきたことを確認

• 5GやIoT、 Internet of Vehicles（IoV）、AIに関する標準化やエコシステムの創出、
情報交換、共同研究等の推進

 中国は常に開放的で、差別のない、公正で透明な情報と通信の市場環境を構築することを約束

【決定事項】

 標準化やネットワークセキュリティ、産業のデジタル化領域における協力を拡大、深化することで合意

多国間に
おける協力

（要旨）

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【67】 ：
EU・中国における多国間協力

事例集二国間協力 参照番号：67 発行日：2019年11月11日

EUと中国は、情報技術、通信、情報化分野に関する「EU・中国 ICT対話」を実施（2009年～）
 欧州委員会通信ネットワーク、コンテンツおよび技術総局（CNECT）と中国工業情報化部との間で定期的に開催され
る副大臣級対話として、当政策対話を2009年より9回実施

 直近の第9回対話では、政策対話の推進や、信頼醸成、5Gや産業用インターネット、AIなどの領域における相互協力
を強化することで合意（2018年9月）

第10回EU・中国ICT対話の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成

画像の出所：中国工業情報化部 （http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7514439/content.html）

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7514439/content.html
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【68】 ：
ドイツ・中国における二国間協力

独VDE／DKEは、ISO・IEC等の国際標準化活動における中国の参画を加速させる
ため、中国事務所を設立

VDE／DKEは、中国の国際標準化活動への参画を加速させるため、中国事務所を設立（2019年11月）
【設立の目的】
 中国をISOやIEC等の国際標準化活動に積極的に関与させ、
既存の標準化体系に統合することで、中国独自の標準化体系の構築を防止

【VDE／DKE中国事務所の活動内容】
 国際標準化体系に関するトレーニングを提供すると共に、ドイツの国際標準化戦略をサポート

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：68 発行日：2019年11月13日

中国政府は、国際標準化活動を加速させるため、国家戦略として「中国標準2035」を提示（2018年1月）
 情報通信分野を始めとする様々な分野において、規格を策定、国際標準化を加速

 AI、IoT、VR、5G、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、スマートヘルスケア、等の技術に関連する規格が対象

 「1つの戦略、2つのアクション、3つのプロジェクト」の実装を実施

 1つの戦略：標準化戦略の策定と実装を迅速化
• 中国国家標準化委員会（SAC）は、シンクタンクChinese Academy of Engineering（CAE）と協力し、標準化戦略に関する調査
及びガイドラインの作成を実施

 2つのアクション：1）ベンチマーク設定、2）標準化プラスアクション、を実施

 3つのプロジェクト（PJ）：1）標準改訂PJ、2）新産業及び成長分野標準PJ、3）国外の標準相互承認PJ、を実施

VDE／DKEと中SACは、エレクトロモビリティ、デジタルツイン、産業用アプリケーションにおける
AI及びITセキュリティ分野における協力強化のため協議（2019年７月）
 ドイツと中国はデジタルトランスフォーメーションにおける複数の分野で、協力関係の強化に合意

 特に、デジタルツイン、産業用アプリケーションにおける人工知能、ITセキュリティ、機能セキュリティ、
予測的メンテナンスの分野において、緊密な協力を計画

 将来的に、標準化へのアジャイルなアプローチに向けた、German-Chinese Industry 4.0テストベット開始を検討予定

 更に、バッテリーシステムの安全性向上や自立システムの標準化における倫理的な問題についても検討予定

背景

設立発表の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所：VDE（https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/vde-dke-eroeffnet-regional-office-in-china）

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/vde-dke-eroeffnet-regional-office-in-china
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ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）と中国工業情報化部は、スマートマニュファクチャリング
及び生産プロセスにおける協力強化に関するMoUを締結（2015年）
 独「Industry4.0」及び「中国製造2025」の構想実現に向け、継続的な協力に合意

 国務長官や副大臣レベルでの年次会合及びシンポジウムの実施

 中独スマートマニュファクチャリング/Industrie 4.0標準化WGの設置

 中独企業向けスマートマニュファクチャリング/Industry4.0対話PF※1（AGU）設置

 各種パイロットプロジェクトの実施

 産業振興、標準整備、研究開発の観点から、多数の成果を創出（～2019年）

 産業パイロットプロジェクトの実施（46プロジェクト）

 スマートマニュファクチャリング参照アーキテクチャの標準に関する合意の形成（70以上）

 科学研究プロジェクトへの資金提供（10プロジェクト）

独連邦経済エネルギー省（BMWi）と中国工業情報化部は、第3回スマートマニュファクチャリング及び
生産プロセスにおける中独協力に関する副大臣会合を開催（2019年11月12日）
【協議の主体者】
 ドイツ：連邦経済エネルギー省（BMWi）

 中国：工業情報化部

【協議の内容】
 スマートマニュファクチャリング及び生産プロセスの協力の進捗状況を共有、強化を合意

 3つの白書について、中独での共同発行を決定

 「中独スマートマニュファクチャリング/Industry 4.0機能安全白書」

 「中独スマートマニュファクチャリング人材教育及びレーニング白書」
 「中独産業インターネット白書」

背景

391

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【69】 ：
ドイツ・中国における二国間協力

独BMWiと中国工業情報化部は、スマートマニュファクチャリング及び生産プロセスに
おける副大臣会合を開催し、協力を強化

二国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：69 発行日：2019年11月18日

会合の様子（上）

※1 PF：プラットフォームの略

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：中国工業情報化部 （http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html）

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html
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UNECE、中国SAC及びCNISは、標準化と貿易の円滑化推進のため会談及び国際
フォーラムを開催

392

多国間に
おける協力

（要旨）

貿易の円滑化によるSDGs推進
 標準化による貿易円滑化を通じ、SDGs

の3本柱である経済、社会、環境の持続
可能な発展を推進

「一帯一路」イニシアチブの推進

 標準化による貿易円滑化を通じた
「一帯一路」イニシアチブの推進

 より開放的な国際貿易の推進

国際
（UNECE）

中国
（SAC・CNIS）

標準化推進による更なる
国際貿易の円滑化の必要性

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【70】【73】：
国際連合・中国における多国間協力

事例集二国間協力 参照番号：70、73 発行日：2019年11月25日~12月4日

国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

UNECEとCNISは、貿易円滑化のため標準化と実務に係る国際フォーラムを開催
（2019年11月25-28日）
【フォーラムの主体者】
 国連：国連欧州経済委員会（UNECE）
 中国：中国標準化研究院（CNIS）

【フォーラムの成果】
 中国より、貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター（UN/CEFACT）の活動を推進する意向を表明
 貿易円滑化に関する用語集UNECE Glossary of Trade Facilitation Terms第三版を英語、中国語、ロシア語で発表
 港及び地名コード（UN/LOCODE）の第3回年次諮問グループ会議が開催され、2020年に洗練化されたインターネット
ベースでの管理プロセスを策定することを決定

UNECEとSACは、貿易促進及び標準化分野での協力推進に向けた会談を実施（2019年11月22日）
【協議の主体者】
 国連：国連欧州経済委員会（UNECE） マリア・チェカ氏
 中国：中国国家標準化管理委員会（SAC）標準イノベーション管理部 李玉平副局長

【協議の内容】
 署名予定の協力文書の内容
 「一帯一路」イニシアチブの枠組みの下での貿易円滑化の推進
 港及び地名コード（UN/LOCODE）プロジェクトに関する協力など標準化分野における協力推進

会
談
の
実
施

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【71】 ：
欧州（/米国）・中国における多国間協力

欧州の規格普及プログラムであるSESECでは、欧州、米国、中国のステークホル
ダーを招集し、中国における標準化に関するラウンドテーブルを開催

SESECは、強制認証制度（CCC）等中国での標準化に関するラウンドテーブルを開催
（2019年11月16日）
【協議の参加者】
 欧州：英国大使館、EU SMEセンター、ドイツ機械工業連盟(VDMA)、ABB、シーメンス、ドイツテレコム、等
 米国：米国大使館、米国情報技術局（USITO）、Underwriters Laboratories（UL）、オラクル、シスコ、等
 中国：国家市場監督管理総局（SAMR）、中国欧盟商会、等

【協議の内容】
 中国強制認証（CCC）の直近の改革事項について協議

 認証プロセスや部門の最適化、認証の種類の統一、認証機関の増加を予定
 規制の強化や認定されていないケースの取り締まり、監督強化も予定

 中国工業情報化部の規格策定員会に関する下記2つの管理文書の草案について討議
 Administrative Measures for Standardization Technical Committees of the Ministry of Industry and Information 

Technology

 Administrative Measures for Industry Standard Development of the Ministry of Industry and Information Technology

多国間に
おける協力

（要旨）

事例集二国間協力 参照番号：71 発行日：2019年11月26日

中国における欧州の標準化システムの認知度向上を目的とし、Seconded European 

Standardization Expert in China（SESEC）プロジェクトを開始（2006年～）
 欧州企業の中国市場参入の促進及び欧州・中国間及び国際貿易の障壁削減を目的とし開始

 欧州標準化機関及び国家標準化管理委員会（SAC）等の中国標準化機関間の対話を促進
 欧州標準化機関（CEN、CENELEC、欧州電気通信標準化機構（ETSI）、欧州委員会（EC）、
欧州自由貿易連合（EFTA））が主体となり運営

 9つの優先分野に注力し、プロジェクトを推進
• ①IoT / M2M、②通信ネットワークとサービス、③サイバーセキュリティとデジタルアイデンティティ、
④スマートシティ（交通、電力網、計量を含む）、⑤電気及び電子製品、⑥一般的な製品の安全性、
⑦医療機器、⑧化粧品、⑨エネルギーマネジメントと環境保護（EPBD、エコデザイン、ラベリングを含む）

背景

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【72】 ：
EU・インドにおける多国間協力

印TSDSIとインド工科大学デリー校は、EU支援の下、5G等のネットワークにおける
機械学習と標準化が果たす役割に関するワークショップを開催

事例集

EUとインドは、ICT分野における協力のための協議体”India-EU Cooperation on ICT-

Related Standardisation, Policy and Legislation”を立ち上げ （2015～2019年）

 ICT標準の策定及び使用拡大、統計データの交換、相互運用性の拡大、ビジネスの拡大等を企図

 EUは、インド独自のICT関連規格開発により、インドにおける欧州企業の経済活動遅延や管理上の負担増を回避

 インドは、ICT規格策定の知見獲得、国際的な標準化会議への参加及び共同プロジェクトの実施を要望
• モディ首相が掲げる、インドを世界的な製造ハブにする“Make in India”政策に基づき、外国資本の投資促進を画策

 上記目的のため、両者のICT関連ステークホルダーに対し参画を呼びかけ

 EU： 欧州電気通信標準化機構（ETSI）、欧州統計局（Eurostat）

 インド：Telecommunications Standards Development Society, India (TSDSI) 、Central Statistics Office of India 

（CSO）、Telecom Centres of Excellence （TCoE）、Cellular Operators Association of India （COAI）、
Department of Telecommunications（DoT）、Ministry of Statistics and Programme Implementation

Telecommunication Standards Development Society, India（TSDSI）とインド工科大学デリー校は、
5G等ネットワークの機械学習と標準化の役割に関するワークショップを開催（2019年11月29日）
【ワークショップ目的】
 インドによる今後の情報通信分野の国際標準化活動への参画強化

【ワークショップ概要】
 ”India-EU Cooperation on ICT-Related Standardisation, Policy and Legislation”が開催を支援
 5G等、未来のネットワークにおいて、機械学習が果たす役割に関するワークショップを実施（以下、議題詳細）
 機械学習を活用する業界パートナー
 学術界、経済界における開発動向
 機械学習のスコープに関する展望

 インドの標準化推進におけるボトルネック解消に向けた取組みについても、ワークショップを実施（以下、議題詳細）
 標準化推進におけるボトルネックの特定とTSDSI等の支援機関によるトレーニング方法
 標準化人材の育成

背景

二国間に
おける協力

（要旨）

二国間協力 参照番号：72 発行日：2019年11月29日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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米ANSI、米国医療機器振興協会（AAMI）、NMPAは、米国と中国における医療機器分野の
標準化動向について協議（2019年11月22日）
【協議の主体者】

 米国：米国規格協会（ANSI）、米国医療機器振興協会（AAMI）

 中国：国家薬品監督管理局（NMPA）

【協議の内容】

 米国及び中国における規格動向や医療機器のリスクマネジメントについて情報交換

 ANSI： 米国における医療機器の規格策定プロセスについて説明

 AAMI： AAMIが事務局を務める国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）の委員会活動を説明
• AAMIの専門家が、関連規格「IEC 62304 Medical device software －Software life cycle processes」について説明

 NMPA： 中国における医療機器標準管理について紹介

395

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【74】 ：
米国・中国における二国間協力

米ANSI及びAAMIは、中NMPAと医療機器分野における両国の標準化動向を協議

二国間に
おける協力

（要旨）

協議の様子（上）

事例集二国間協力 参照番号：74 発行日：2019年12月3日

背景

米国規格協会（ANSI）は、複数分野において中国との2国間の官民協力を促す目的で、「U.S.-China 

Standards and Conformity Assessment Cooperation Program（SCACP）Phase V」を主導
（2018年～2021年）

 米国及び中国の標準化及び適合性評価に関する官民連携の促進を目的に設置

 規格、適合性評価、技術規制関連問題解決における協力

 規格、適合性評価、技術規制関連技術の交換

 規格、適合性評価、技術規制に関連する最新の知見や開発動向の交換

 3年間の期間中に、標準化及び適合性評価に関する20のワークショップを実施

 ANSIは中国国家薬品監督管理局（NMPA）と協力、医療機器の標準化に関するワークショップを実施
（2018年、2019年）

 ANSIは、フェーズIII及びフェーズ IVに引き続き、米国貿易開発庁（USTDA）より契約を受注

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：ANSI （https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=e7eb069c-45da-4898-ab51-b8196cf241e8）

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=e7eb069c-45da-4898-ab51-b8196cf241e8
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独VDE、パワーグリッド規制機関FNNと韓国電力公社（KEPCO）は、スマート測定
システムに関するワークショップを開催し技術や規制面について討議

396

二国間に
おける協力

（要旨）

スマートグリッドの技術と実装経験を豊富に
保持
 再エネ移行で蓄積したスマートグリッド技術、
経験と標準化の知見を提供可能

 VDEは、スマートグリッドの
システム全体の試験、認証が可能

スマート測定システムを活用した再エネ
普及が課題

 再エネ発電の促進にあたり、電力需要の高
度な捕捉が必須

 韓国政府がKEPCOにスマート測定システム
の整備を委任

スマート測定システム
分野での協力体制
構築の必要性
（覚書締結：2018年）

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【75】 ：
ドイツ・韓国における二国間協力

事例集二国間協力

VDEとKEPCOはスマート測定システムに関するワークショップを開催（2018年の覚書締結以降、3度目）

【ワークショップ参加者】
 ドイツ：ドイツ電気技術者協会（VDE）、Network Technology/ Network Operation Forum (FNN)

 韓国：韓国電力公社（KEPCO）

【ワークショップの内容】
 欧州、国際レベルでの規制枠組

 ドイツにおけるエネルギーインフラとその開発

 システム間の通信とセキュリティ

【（参考）今後の協力の展望】
 送電ネットワークをはじめとする関連領域での専門家同士の交流や共同
トレーニング実施など研究・技術協力拡大を検討
 送電ネットワークの計画、運用、管理
 エネルギープラットフォームにおけるデジタルトランスフォーメーション
 スマートシティ
 電力メーター ワークショップの様子（上）

ドイツ
（VDE）

韓国
（KEPCO）

参照番号：75 発行日：2019年12月3日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：DKE （https://www.dke.de/de/news/2019/kooperationsaktivitaeten-dke-kepco）

https://www.dke.de/de/news/2019/kooperationsaktivitaeten-dke-kepco


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

独DIN及びVDE/DKEは、Industry4.0及びモビリティ分野における標準化協力強化
のため、韓KATSとMoUを締結

397

国家戦略の重点領域としてIndustry 4.0

及びモビリティ分野に注力
 IoT等の技術を活用したスマート工場の実現
により、製造業を根本的に変革

 ベルリンでは、Mobility as a Service（MaaS）
先進都市として、多数の実証実験を実施
 DIN・VDE/DKEは、「Industry4.0」及び
「未来のモビリティ」関連プロジェクト、
サービスを拡充

政府はIndustry 4.0関連予算を引き上げ
当分野での海外展開加速も視野

 2020年度のIndustry4.0関連予算を3.9B

USDに引き上げ（2019年度：3.2B USD）

 ASEAN地域に対する「新南方政策」として、
Industry4.0分野の支援を強化

Industry4.0及び
モビリティ分野での
協力体制構築の

必要性

背景

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【76】 ：
ドイツ・韓国における二国間協力

事例集二国間協力

ドイツ
（DIN・VDE/DKE）

韓国
（KATS）

参照番号：76 発行日：2019年12月4日

Industry4.0及びモビリティの分野における協力強化のためMoUを締結（2019年11月28日）

【MoU締結の主体者】

 ドイツ：ドイツ規格協会（DIN）

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.（VDE）

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik （DKE）

 韓国： 国家技術標準院（KATS）

【MoU締結の内容】

 標準化及び適合性評価分野における協力に同意

 対話プラットフォームを構築し、標準化戦略立案及び国際標準に関する知識や
ベストプラクティスを共有

 標準化活動を通じた経済協力や貿易促進、両国の友好関係の強化にも同意

MoU締結
（要旨）

MoU締結の様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：DIN （https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-vde-dke-und-kats-staerken-zusammenarbeit-695856）

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-vde-dke-und-kats-staerken-zusammenarbeit-695856
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CENや中国のSAMR、SACは、China-EU Joint Working Group on Elevator 

Standardsのランチミーティングを開催
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【77】 ：
EU・中国における多国間協力

事例集二国間協力 参照番号：77 発行日：2019年12月6日

欧州は、中国における欧州の標準化システムの認知度向上を目的としたSeconded European 

Standardization Expert in China (SESEC) プロジェクトを通じて、欧中の標準化協力を推進
 欧州企業の中国市場参入の促進及び欧州・中国間及び国際貿易の障壁削減を目的とし設置

 欧州標準化機関及び国家標準化管理委員会（SAC）等の中国標準化機関間の対話を促進

 欧州標準化機関が主体となり運営
• 欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）、
欧州電気通信標準化機構（ETSI）、欧州委員会（EC）、欧州自由貿易連合（EFTA）

背景

CEN、国家市場監督管理総局（SAMR）、SACらは、China-EU Joint Working Group on Elevator 

Standardsのランチミーティングを開催（2019年12月3日＠北京）
【ミーティング主催者】
 欧州：CEN/TC 10： Lifts, escalators and moving walks

 中国：国家市場監督管理総局（SAMR）特殊機器安全監督局、
SAC/TC 196 National Elevator Standardization Technical Committee、
China Elevator Association (CEA)

【ミーティング概要】
 主催者代表らが、共同ワーキンググループの役割や期待を発表

 欧州：CEN/TC 10の活動動向や規制動向を共有

 EU指令や整合化など欧州における立法、規格策定の概要を説明

 Elevator Directive 2014/33/EUについて深く議論

 各ワーキンググループにおけるプロジェクトについて情報を提供

 中国：SAC/TC 196の活動動向や規格策定の方向性について共有、協議

 SAC/TC 196における規格策定の概要を共有

 特殊機器安全監督局が、中国におけるエレベータの安全監督や規制システムについて説明

 他にも、エレベーターの安全要素やブレーキ性能・信頼性要求について議論

多国間に
おける協力

（要旨）

ランチミーティングの様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所： SESEC （https //www.sesec eu/launch-meeting-for-the-china-eu-joint-working-group-on-elevator-standards/ ）

https://www.sesec.eu/launch-meeting-for-the-china-eu-joint-working-group-on-elevator-standards/
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【78】 ：
EU・ドイツ・インドにおける多国間協力

CEN、CENELEC、インド標準局（BIS）は貿易円滑化と国際標準化のための独・印
協力に関するワークショップを開催

事例集

欧州は、インドにおける欧州の標準化システムの認知度向上を目的として、Seconded European 

Standardization Expert for India （SESEI）プロジェクトを実施
 欧州企業のインド市場参入支援、インド国内の標準化支援等を実施し、欧州・インド及び国際貿易を促進
 欧州標準化機関が主体となり運営

• 欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）、
欧州電気通信標準化機構（ETSI）、欧州自由貿易連合（EFTA）、
European Commission’s Directorate General for Enterprise and Industry (EC DG ENTR)

ドイツ経済エネルギー省（BMWi）は、Global Project Quality Infrastructure (GPQI) の一環として、
標準化、適合審査、認定、製品の安全性、市場監査におけるインド・ドイツの協力を推進
 2国間協力による製品の安全性やコンプライアンス確保のための品質インフラの向上を通じて、
貿易の技術障壁の削減を目指すドイツ政府の政策としてGPQIを開始

 インドにおいても、BMWiの委託を受けドイツ国際協力公社（GIZ）がGPQIプロジェクトを
実施しており、インド・ドイツ ワーキンググループとして活動

CEN、CENELEC、インド標準局（BIS）は、貿易円滑化と国際標準化のための独・印協力に関する
ワークショップを開催（2019年11月27日＠ニューデリー）
【参加機関】
 欧州：欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）、

GPQI インド・ドイツ ワーキンググループ
 インド：インド標準局（BIS）

【ワークショップ概要】
 Emerging challenges in new era of standardization: Exchange of best 

practicesと題して、GPQI インド・ドイツ ワーキンググループが、活動内容を発表
 国内規格の国際規格との整合化と貿易の技術的障害の削減との関連について強調
 業界団体の標準化への関与と国際レベルでの協働が重要なトピックであったことを報告

背景

多国間に
おける協力

（要旨）

二国間協力 参照番号：78 発行日：2019年12月10日

ワークショップの様子（上）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：GPQI （https //www.gpqi.org/news en-details/cen-cenelec-and-india-discuss-the-role-of-international-standards-in-facilitating-global-trade-465 html）

https://www.gpqi.org/news_en-details/cen-cenelec-and-india-discuss-the-role-of-international-standards-in-facilitating-global-trade-465.html
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ANSIはCNISを訪問し、2020年の標準化協力に関する作業計画を協議（2019年12月17日）
【協議の主体者】

 米国：米国規格協会（ANSI）

 中国：中国標準化研究院（CNIS）

【協議の内容】

 2020年の優先協力分野として、4つのテーマを決定

 エネルギー管理、グリーン製品評価、統計的手法の適用、企業信用

 標準化分野協力のための相互訪問及びトレーニング・セミナー等の参加についても協議
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【79】 ：
米国・中国における二国間協力

米ANSIは、中CNISと2020年の標準化分野における協力に関する作業計画を協議

二国間に
おける協力

（要旨）

協議の様子（上）

事例集二国間協力 参照番号：79 発行日：2019年12月17日

ANSIは、中国における標準化分野の協力体制構築のため、”ANSI China Program”を立ち上げ
 規格、適合性評価の分野における、米国－中国間の協力強化を目的とし設置

 企業関係者、政府関係者を巻き込み、多岐にわたる活動を実施

 「ANSI in China Newsletters」の発行：

• ANSI China Programの活動、政策動向、貿易問題及び中国のANSIメンバーの活動を紹介する情報誌を発行

 中国の標準化改革の動向分析：

• 中国における標準関連政策を監視し、必要に応じて原案に対するコメント等を提出

 U.S.-China Standards and Conformance Cooperation Program （SCCP）の実施：

• 米国貿易開発局（USTDA）が資金を援助し、ANSIが運営

• 米国及び中国の標準、適合性評価、技術規制に関するワークショップを含むフォーラムを運営

 中国関連機関からANSIへの訪問受入：

• 中国標準化研究院（CNIS）を含む、多数の中国標準関連機関がANSIを訪問し、
米国の規格及び適合性評価制度を視察

背景

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所： CNIS （https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191217_49162.html）

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191217_49162.html
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スマートグリッド、電気自動車（EV）、インテリジェントコネクテッドビークル（ICV）等のモビリティ分野の
標準化における協力に関するMoUを締結（2019年12月18日）

【MoU締結の主体者】

 米国：米国規格協会（ANSI）

 中国：Auto Standardization Research Institute（ASRI）※1

【MoU締結の内容】

 モビリティ分野の標準化に関し、定期的な意見交換を実施

 モビリティ分野の標準化に関するワークショップ、シンポジウム等を開催
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欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力【80】 ：
米国・中国における二国間協力

米ANSIは、中ASRIとスマートグリッド、電気自動車（EV）、インテリジェントコネクテッド
ビークル（ICV）等モビリティ分野の標準化における協力に関しMoUを締結（2019年12月）

MoU締結の様子（上）

米国規格協会（ANSI）は、電気自動車等
モビリティ分野の標準化に関し、中CATARC

と協力

 ANSIは、「U.S.-China Standards and 

Conformity Assessment Cooperation 

Program（SCACP）Phase III」を通じて

電気自動車に関するワークショップを開催
（2015年）

 同時に、ANSIは電気自動車の標準化に係る
ロードマップも作成中

政府は電気自動車（EV）やプラグインハイ
ブリット（PHV）等の新エネルギー車の
導入を加速

 政府は2035年までに、新エネルギー車
（EV、PHV等）の販売台数の割合を全体の
60％まで引き上げることを計画し、関連技
術の整備にも注力

米国
（ANSI）

中国
（ASRI※1）

事例集二国間協力 参照番号：80 発行日：2019年12月18日

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

MoU締結
（要旨）

※1 中国自動車技術センター（CATARC）の内部組織

モビリティ分野
（ルール・基準整備含む）
での協力体制構築

の必要性

画像の出所： CATARC （http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191218/29900.html）

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191218/29900.html
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二国間/多国間協力要旨一覧（1/68）

テュフズードは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）との間で、バンコク近郊の
バッテリーテストセンター設立に関する協力協定を締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

※1

機関・団体名 発行日 URL

1アライアンス
締結

ドイツ タイ エネルギー
マネジメント

テュフズードは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）と
の間で、バンコク近郊のバッテリーテストセンター設立に
関する協力協定を締結

 締結の背景：
• ASEAN地域の国々は巨大な自動車市場を形成し
ており、中でもタイは自動車生産の主要国

 締結の目的及び今後の活動予定：
• ASEAN地域で最大かつ最新のリチウムイオン電池
用テストセンターを建設（総投資額：1,350万ユーロ）

• 当センター設立により、テュフズードとして、現在
韓国・日本のバッテリー研究室、中国で実施される
テスト研究室との間のギャップを解消

• 電気自動車用の電気駆動バッテリーを中心に、
熱帯地域での使用のための定置用蓄電システムと
電気二輪車用バッテリーのテストも実施を検討

TÜV SÜD 4月1日 https //www.tuev-

sued de/company/pr

ess/news/tuev-

sued-thailand-to-be-

location-for-largest-

test-centre-for-

lithium-ion-batteries-

in-the-asean-region

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

https://www.tuev-sued.de/company/press/news/tuev-sued-thailand-to-be-location-for-largest-test-centre-for-lithium-ion-batteries-in-the-asean-region
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二国間/多国間協力要旨一覧（2/68）

SAE International（自動車技術者協会）は、中国及びドイツの機関と共に、モビリ
ティテスト及び標準化に関する国際アライアンスを締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

2アライアンス
締結

米国
（ドイ
ツ）

中国 モビリティ SAE International（自動車技術者協会）は、国内外
機関とIAMTS（モビリティテスト及び標準化のための
国際アライアンス）を締結

 アライアンス概要：
• IAMTSは、世界中のスマートで高度なモビリティテス
トベッドをまとめ、ベストプラクティスと手順を共有する
ことで、実装及び開発を行う予定

• 製造業者やMaaS(モビリティサービス)企業に、審査
可能な物理的及び仮想的なテスト環境の包括的な
ポートフォリオを提供予定

 アライアンス締結メンバー：
• SAE International

• 中国自動車技術研究センター（CATARC)

• TÜVSÜDグループ
• 上海SHインテリジェント自動車及び国際輸送革新セ
ンター（ITIC）

• AVL

• Hart Consult International

自動車技術者
協会
（SAE

International）

4月10日 https //www.sae org

/news/2019/04/wcx

-2019-iamts-

association-will-

establish-

standardization-

and-testing-for-

connected-vehicles

https //www.sae org

/news/press-

room/2019/04/the-

international-

alliance-for-

mobility-testing--

standardization-

launches-at-sae-

wcx-world-

congress-

experience-in-

detroit

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.sae.org/news/2019/04/wcx-2019-iamts-association-will-establish-standardization-and-testing-for-connected-vehicles
https://www.sae.org/news/press-room/2019/04/the-international-alliance-for-mobility-testing--standardization-launches-at-sae-wcx-world-congress-experience-in-detroit
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二国間/多国間協力要旨一覧（3/68）

ASTMはUZSTANDART Agency（ウズベキスタン標準化・計量・認証庁）と、
中国国家市場監督管理総局はベラルーシ国家標準化委員会とMoUを締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

※1

機関・団体名 発行日 URL

3 MoU締結 チェコ ベト
ナム

スマート
マニュファク
チャリング

STAMEQ(ベトナム規格・計量・品質総局)とUNZM(チェ
コ規格・度量衡・試験協会)は、規格、測定及び品質の
分野における協力に関する MoUを締結

 MoU内容：
• EUの規格、規制、認証、測定、試験、等に関する
情報交換、共同研究、人材交流の促進等で協力

• 必要に応じて、5年間の実施計画を策定し、モニタリン
グを実施

 （参考）MoU締結の背景：
• チェコへのベトナム製品（機械、部品、織物、家具、
等）の輸出拡大を含め、今後の貿易促進を期待

チェコ規格・
度量衡・試験
協会
（UNMZ）

ベトナム規格・
計量・品質
総局
（STAMEQ）

4月16日

4月17日

http //www.unmz.cz

/office/signing-of-

memorandum-of-

understanding-with-

the-stameq-the-

directorate-for-

standards-

metrology-and-

quality-of-the-

socialist-republic-

of-vietnam-

https //tcvn gov.vn/

2019/04/viet-nam-

sec-tang-cuong-

hop-tac-trong-linh-

vuc-tieu-chuan-do-

luong-chat-luong/

4 MoU締結 米国 ウズベ
キスタ
ン

健康、安全、
環境

UZSTANDART Agency（ウズベキスタン標準化・計量・
認証庁）と米ASTMは、ASTM規格使用の拡大及び、ウ
ズベキスタン国内規格の整備を目的としてMoUを締結

 MoU目的：
• ASTMの既存及び新規規格策定への参画、及び
発行後のグローバルでの普及
（ASTM MoU Programの一環としての実施）

• ウズベキスタン国内の健康、安全、環境、その他産業
における規格の策定

 （参考）ASTM MoU Program概要：
• 米国以外の標準化機関との関係強化、規格の相互
理解促進、国家規格の策定協力等を含む、標準化
活動の促進等を目的として、2001年より開始

• ASTM規格の認知及び使用促進のため締結主体の
専門家は、ASTMの標準策定プロセスに、投票権を
持つメンバーとして、無料で参加可能

• 現在UZSTANDARTを含め、112のMoUを締結済

ASTM 

International
（ASTM）

4月17日 https //www.astm or

g/newsroom/astm-

international-and-

uzbekistan-

standards-agency-

sign-memorandum-

understanding

要旨一覧二国間協力

※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.unmz.cz/office/signing-of-memorandum-of-understanding-with-the-stameq-the-directorate-for-standards-metrology-and-quality-of-the-socialist-republic-of-vietnam-
https://tcvn.gov.vn/2019/04/viet-nam-sec-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/
https://www.astm.org/newsroom/astm-international-and-uzbekistan-standards-agency-sign-memorandum-understanding
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二国間/多国間協力要旨一覧（4/68）

UAE標準化機関であるESMAとハンガリー認定機関であるNAHは、ハラル製品等の
適合性評価の協力に関するMoUを締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

※1

機関・団体名 発行日 URL

5 MoU締結 ハン
ガリー

アラブ
首長国
連邦

ハラル製品
等

ESMA（Emirates Authority for Standardization 

and Metrology）は、NAH（Hungarian National 

Accreditation Authority）と認定及び適合性評価の協
力に
関するMoUを締結

 MoU概要：
• 認定、適合性評価及び専門知識の交換における
技術協力

• ハンガリーにおけるハラル製品等の適合性評価機関に
関して、共同評価の実施等で協力

 背景：
• アラブ首長国連邦政府は、ハラル産業の分野において
世界各国と協力関係の強化を加速、イスラム経済
の活性化を企図

 MoU締結者：
• Dr. Rehab Al Ameri (Director of the National 

Accreditation Department at Emirates Authority for 

Standardization and Metrology (ESMA)) 

• H.E. Miklos Devecz (General Director of the 

Hungarian National Accreditation Authority)

ESMA
（Emirates 

Authority for 

Standardizati

on and 

Metrology）

Global 

Islamic 

Economic 

Gateway

4月17日

4月17日

https //www.esma.g

ov.ae/ar-ae/Media-

Center/news/Pages

/%D8%A7%D9%84

%D8%A5%D9%85

%D8%A7%D8%B1

%D8%A7%D8%AA

-

%D8%AA%D8%AA

%D8%B9%D8%A7

%D9%88%D9%86-

%D9%81%D9%86

%D9%8A%D8%A7

%D9%8B-

%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%AC

%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%AC

%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D8%B9

%D8%AA%D9%85

%D8%A7%D8%AF

-

%D9%88%D8%AA

%D9%82%D9%8A

%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%B7

%D8%A7%D8%A8

%D9%82%D8%A9-

aspx

https //www.salaam

gateway com/en/pr

ess-

releases/uae coop

erates with hungar

y in accreditation

and conformity as

sessment-

SALAAM17042019

110604/

要旨一覧二国間協力

※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.esma.gov.ae/ar-ae/Media-Center/news/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-.aspx
https://www.salaamgateway.com/en/press-releases/uae_cooperates_with_hungary_in_accreditation_and_conformity_assessment-SALAAM17042019110604/
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二国間/多国間協力要旨一覧（5/68）

UNECE（国際連合欧州経済委員会）は、欧州の貿易データ共通基盤確立に向け、
EEC（ユーラシア経済委員会）と協力を強化
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

6協力強化 国際
連合

ユーラ
シア

データ UNECE（国際連合欧州経済委員会）とEEC（ユーラシア
経済委員会）は、欧州の貿易データの共通基盤確立に
向け、国際的なセマンティック標準使用に関する協力
強化に合意

 協議内容：
• EECデータモデルの開発に向け、UN/CEFACTデー
タモデルとの関連性を確認

• EECの専門家が原産地証明書に関する
UN/CEFACTプロジェクトに参加する可能性を検討

• 自由貿易地域の枠組みにおける、ユーラシア経済連
合（EAEU）と他国間の協定発展のため、
UN/CEFACTセマンティック標準拡大に関心

 発言要旨：
• EEC代表は、UN/ CEFACT標準およびコアコンポー
ネントライブラリ使用への関心を強調

• UNECE地域顧問のMario Apostolov氏は、EAEUの
貿易ツール発展における、国際標準及び
UN/CEFACTデータモデル整合の重要性を指摘

• UNECEのLance Thompson氏は、EECによる開発
と実装への参加可能性を説明

United 

Nations 

Economic 

Commission 

for Europe 
（UNECE）

4月18日 http //www.unece.or

g/info/media/news/t

rade/2019/unece-

and-eurasian-

economic-

commission-step-

ahead-in-using-

harmonized-

standards-for-

trade-data-

sharing/doc html

http //www.eurasian

commission.org/en/

nae/news/Pages/26

-04-2019-1.aspx

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.unece.org/info/media/news/trade/2019/unece-and-eurasian-economic-commission-step-ahead-in-using-harmonized-standards-for-trade-data-sharing/doc.html
http://www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/26-04-2019-1.aspx
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二国間/多国間協力要旨一覧（6/68）

中国は、ベラルーシと標準化、適合性評価・測定に関するMoUを締結した他、
EACAPと農業における認証分野を中心とした協力のため覚書を締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

7 MoU締結 ベラ
ルーシ

中国 分野横断
（食品含む）

中国国家市場監督管理総局は、ベラルーシ国家標準化
委員会（Gosstandart）と標準化、適合性評価及び測定
に関するMoUを締結

 ベラルーシHodik農務大臣 発言要旨：
• 農産物及び乳児用調製粉乳等の中国市場への参入、
消費者の信頼獲得を望んでいる旨発言

国家市場監督
管理総局

State 

Committee 

for 

Standardizati

on of the 

Republic of 

Belarus

(Gosstandart)

4月24日

4月24日

http //www.samr.go

v cn/xw/zj/201904/t

20190426 293178.

html

https //gosstandart.

gov.by/en/gosstand

art-of-belarus-and-

the-department-of-

market-regulation-

of-china-signed-a-

memorandum-of-

understanding

8 MoU締結 国際
連合

中国 農業 ESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員会）は
中国政府機関と3つのMoUを締結

 3つのMoU概要：
• 【1】ESCAP・中国水利部間におけるSDGs達成に向
けた、加盟国の協力強化

• 【2】CSAM（Center for Sustainable Agricultural 

Mechanization）・ENAMA（Italian National Agency 

for Agricultural Mechanization）・CNCA（中国認証
認可監督管理）間における持続可能な農業に向けた、
技術ガイドライン整備等の協力強化

• 【3】CSAM・中国農業農村部間における効果的な
農業機械使用促進の協力強化

国家市場監督
管理総局

ESCAP

4月25日

4月29日

http //www.samr.go

v cn/xw/zj/201904/t

20190425 293138.

html

https //www.unesca

p.org/executive-

secretary/bilaterals/

infrastructure-

connectivity-

energy-efficiency-

and-agricultural

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201904/t20190426_293178.html
https://gosstandart.gov.by/en/gosstandart-of-belarus-and-the-department-of-market-regulation-of-china-signed-a-memorandum-of-understanding
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201904/t20190425_293138.html
https://www.unescap.org/executive-secretary/bilaterals/infrastructure-connectivity-energy-efficiency-and-agricultural
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二国間/多国間協力要旨一覧（7/68）

中国は国連と水力発電に関する国際標準化推進のためのMoUを締結した他、中国
CCAAが米国ANSIを訪問し、サービス分野の協力体制推進に向け合意
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

9 MoU締結 国際
連合

中国 エネルギー
マネジメント

中国水利部、SAC（中国国家標準化管理委員会）及び
UNIDO（United Nations Industrial Development 

Organization）が小水力発電の国際基準推進に関する
MoUを締結

 MoU概要：
• 小水力発電の国際標準化ガイドラインの早期策定に
向けたコミュニケーションの強化

• 小水力発電における、既存のプロジェクトを含めた
協力体制の強化

• 小水力発電における、中国の豊富な経験を活かした
発電所建築等における協力の強化

 （参考）MoU締結背景：
• 中国は小水力発電に関し、豊富な経験を有し、比較
的完成された標準を保有

国家市場監督
管理総局

UNIDO

4月26日

4月25日

http //www.samr.go

v cn/xw/zj/201904/t

20190426 293184.

html

https //www.unido o

rg/news/unido-

further-engages-

belt-and-road-

initiative

10意見交換 米国 中国 サービス CCAA（中国認証認定協会）の代表団がANSI（米国規
格協会）を訪問し、サービス分野等における認証、認定
の協力可能性を
協議、情報交換の促進を始めとした協力体制を探ること
を合意

 （参考）CCAA概要：
• 中国全土の認証及び認定に関する活動の統括、
監督、調整を行う中国の政府機関

• 政府機関主体の標準化に関する調査・研究も実施
• ISO/CASCO国内委員会として、SACやCNCAとも
協働

米国規格協会
（ANSI）

4月29日 https //www.ansi.or

g/news publication

s/news story?men

uid=7&articleid=9d

86a74f-438b-402f-

bc86-

5c80d66d0bad

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201904/t20190426_293184.html
https://www.unido.org/news/unido-further-engages-belt-and-road-initiative
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=9d86a74f-438b-402f-bc86-5c80d66d0bad
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二国間/多国間協力要旨一覧（8/68）

ETSI（欧州電気通信標準化機構）は、COAI（インド携帯事業者協会）とICT分野に
おける標準化の取り組みを強化するためMoUを締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

11 MoU締結 欧州 インド 情報技術
（IT）

COAI（インド携帯電話事業者協会）とETSIは、情報技術
に係る規格におけるETSIとインドの協力を促進を目的と
してMoUを締結

 MoU目的
• 地域的および国際的な標準化を直接的または間接的
に実行・促進させることによるグローバルな情報基盤
の確立への貢献

• ICT分野における標準化の取り組み強化のために、
EUとインドの間で定期的かつ継続的な対話の実施

 （参考）COAI概要
• 主大手通信会社、インターネット会社、テクノロジー
会社、デジタルサービス会社を代表するインドの業界
団体

欧州電気通信
標準化機構
（ETSI）

5月13日 https //www.etsi.org

/newsroom/press-

releases/1598-

2019-05-coai-and-

etsi-sign-mou-to-

foster-a-closer-co-

operation-on-

telecom-

standardization

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1598-2019-05-coai-and-etsi-sign-mou-to-foster-a-closer-co-operation-on-telecom-standardization
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二国間/多国間協力要旨一覧（9/68）

UNECE（国際連合欧州経済委員会）は、標準策定に関する「Gender Responsive

Standards Declaration」を発表、アジア・中東を含む50機関以上が署名
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

12共同宣言 国際
連合

タイ等
を含む
50以上
の
政府・
機関

ジェンダー UNECE（国際連合欧州経済委員会）は、標準策定に
関するGender Responsive Standards Declaration
を発表、50以上の政府・機関が署名

 宣言概要
• 2016年開始の“Gender Responsive Standards 

Initiative”に基づき、標準策定でのSDG 5（男女平等
の達成と全ての女性と女児のエンパワーメント）達成
を目指す

 （参考）署名国・機関
• 政府／政府関連機関／国家標準化機関

アルバニア、オーストリア、ボリビア、コロンビア、コンゴ、
キプロス、ドミニカ共和国、ガンビア、ドイツ、アイスラン
ド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モー
リシャス、メキシコ、モルドバ、モロッコ、モザンビーク、
オランダ、ニュージーランド、ポルトガル、セントクリスト
ファー・ネービス、セントルシア、セネガル、シエラレオ
ネ、スペイン、英国、スウェーデン、スイス、タイ、トリニ
ダード・トバゴ、トルコ、ウルグアイ、カナダ、エクアドル、
インド、マルタ、ノルウェー

• 国際標準化機関
国際標準化機構（ISO）、国際電気通信連合（ITU）、
国際電気標準会議（IEC）、欧州標準化委員会（CEN）、
欧州電気標準化委員会（CENELEC）、欧州環境市民
機構（ECOS）、アフリカ標準化委員会（ARSO）、南ア
ジア地域標準化委員会（SARSO）、ASTMインターナ
ショナル、ゴールド・スタンダード、European 

Environmental Citizens’ Organisation for 

Standardisation（ECOS）、Verra、AMFORI、

Fairtrade International 

United 

Nations 

Economic 

Commission 

for Europe 
（UNECE）

Thai 

Industrial 

Standards 

Institute 
（TISI）

5月14日

5月16日

https //www.unece.

org/tradewelcome/t

radewp6/thematic-

areas/gender-

responsive-

standards-

initiative/gender-

responsive-

standards-

declaration.html

https //www.tisi.go.t

h/news/details/147/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/thematic-areas/gender-responsive-standards-initiative/gender-responsive-standards-declaration.html
https://www.tisi.go.th/news/details/147/
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二国間/多国間協力要旨一覧（10/68）

DIN（ドイツ規格協会）は、中国SAC/TC260（全国信息安全标准化技术委员会）と
ITセキュリティの標準化に関するワークショップを開催
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

13共同ワーク
ショップ開催

ドイツ 中国 分野横断
（IT、先端
分野等）

DIN（ドイツ規格協会）は、中国とITセキュリティの分野に
おける標準化に関するワークショップを開催（5月20日）

 背景
• 中国のSAC/TC260（全国信息安全标准化技术委员
会）とDINのNIA（DIN‘s Standards Committee on 

Information Technology and Applications）との間で
締結されたMoU（2019年2月）に基づき、議論を実施

 討議内容
• ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的
枠組みについて意見の交換

• AI及びビッグデータの分野におけるITセキュリティの
標準化及び標準化における現在の開発に関する
情報の交換

• ISO/IEC JTC 1/SC 27 ITセキュリティとISO/IEC JTC 

1/SC 42 人工知能との間で緊密な情報交換が必要
である旨確認

• 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッ
グデータ、AI及び国境を越えたデータ転送のITセキュ
リティ」に関するホワイトペーパー構造の定義

ドイツ規格
協会
（DIN）

5月21日 https //www.din.de/

de/din-und-seine-

partner/presse/mitt

eilungen/deutsch-

chinesischer-

workshop-zu-

normung-und-

standardisierung-

im-bereich-it-

sicherheit-331286

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/deutsch-chinesischer-workshop-zu-normung-und-standardisierung-im-bereich-it-sicherheit-331286
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二国間/多国間協力要旨一覧（11/68）

世銀理事会は再生エネルギーの利用拡大やそのための政策・規制改革に関する
技術支援を目的とし、中国の再エネプロジェクトに対する貸付を承認
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

14融資 世界
銀行

中国 エネルギー
マネジメント

世界銀行理事会が大規模なバッテリー貯蔵システムの
配備による再生エネルギーの一層の統合と利用拡大の
ため、中国の再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進
プロジェクトに対して3億ドルの貸付を承認

 背景
• 中国は風力及び太陽光発電キャパシティが最大であ
るにもかかわらず、送電における技術的制約や地域
間の電力交換の規制枠組みの差により、それら資産
活用が不十分

 目的
• 中国の制約に取り組み、中国の包括的なエネルギー
移行目標を支援

• 2030年までに一次エネルギー消費における非化石
燃料のシェアを現在の14.3%から20%に、2050年ま
でに50%に増加させることを企図

 融資形態
• 再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進プロジェクト
は華夏銀行により実施

• 華夏銀行が、プロジェクトの目標達成のため、少なくと
も4.5億ドルを共同融資

• 政策・規制改革に関する技術的支援、適切な技術及
び安全基準の構成、組織能力の強化については、地
球環境ファシリティ（GEF）とエネルギー分野プログラ
ム（ESMAP）が融資

World Bank 6月11日 https //www.worldb

ank.org/en/news/pr

ess-

release/2019/06/11

/world-bank-to-

help-china-

develop-

renewable-energy-

with-battery-

storage

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/11/world-bank-to-help-china-develop-renewable-energy-with-battery-storage


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

二国間/多国間協力要旨一覧（12/68）

EUはインドとのICT標準策定における従来の関係を活用し、スマートシティ向けIoTに
関するセンターオブエクセレンス（CoE）創設への支援を発表（1/2）
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

15施設創設
支援

EU インド スマート
インフラ

EUはIndia-EU Cooperation on ICT-Related 

Standardisation, Policy and Legislationを通じ、
IIITハイデラバードにてスマートシティ向けIoTに関する
センターオブエクセレンス（CoE）の創設を支援

 背景
• 既にICT標準の策定、使用拡大、統計データの交換、
相互運用性の拡大、ビジネスの拡大等を目的とし
て、”India-EU Cooperation on ICT-Related 

Standardisation, Policy and Legislation” (2015 –

2019)を実施
 CoE設立目的

• スマートシティに対する標準主導型アプローチの理解
を深めること、およびインドとEUのスマートシティ関係
者間のコラボレーションを促進

 CoE概要
• 先端科学やハイテクなどにおいて、特定分野に集中
して高度な研究・開発活動を行い、人材および産業の
創出・育成の中核となる研究拠点

• 相互運用性向上のためのoneM2M等の標準使用を
含む、ハッカソン、ワークショップ、会議等の活動を
実施予定

• 信号処理、コミュニケーション、データサイエンス、
組み込みシステム、コンピュータシステム、建築学、
空間情報学、e-ガバナンス、地震工学等の専門家を
集め、スマートシティにおけるIoTの活用において
協働を促進

Business 

Standard

THE WEEK

6月13日

6月13日

https //www.busine

ss-

standard.com/articl

e/pti-stories/india-

eu-ict-

standardisation-

cooperation-

project-supports-

centre-of-

excellence-coe-on-

iot-for-smart-cities-

at-iiit-hyderabad-

119061300668 1 h

tml

https //www.thewee

k in/wire-

updates/business/2

019/06/13/pwr8--

international%20ins

titute%20of%20info

rmation%20technol

ogy-

hyderabad.html

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-eu-ict-standardisation-cooperation-project-supports-centre-of-excellence-coe-on-iot-for-smart-cities-at-iiit-hyderabad-119061300668_1.html
https://www.theweek.in/wire-updates/business/2019/06/13/pwr8--international%20institute%20of%20information%20technology-hyderabad.html
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二国間/多国間協力要旨一覧（13/68）

EUはインドとのICT標準策定における従来の関係を活用し、スマートシティ向けIoTに
関するセンターオブエクセレンス（CoE）創設への支援を発表（2/2）
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

15施設創設
支援（続き）

EU インド スマート
インフラ

EUはIndia-EU Cooperation on ICT-Related 

Standardisation, Policy and Legislationを通じ、IIIT
ハイデラバードにてスマートシティ向けIoTに関する
センターオブエクセレンス（CoE）の創設を支援（続き）

 EUインドICT標準化協力プロジェクト目的
• IoT関連のコース設計や共同研究や専門家の交流に
よるキャパシティビルディングを支援

• インドとヨーロッパICT標準の作成と使用及び統計
データの交換の調和

• 貿易を促進し、相互運用性を高め、企業にとってのビ
ジネスを容易にし、さらに世界レベルでのヨーロッパ
及びインドのICT標準化への取り組みをさらに強化

• インドとEU 間の研究協力や専門家の交流を支援し
能力開発を促進

 EUインドICT標準化協力プロジェクト概要
• CoEの一環として設置されたプロジェクトであり、ICT
関連の標準化、政策および立法に関するインドとEU
の協力を推進

• IoTに関する関連コースの設計を支援
 （参考）IIITハイデラバード概要

• 1998年に設立されたハイデラバードにある情報技術
の国際研究所

• コンピュータサイエンス、エレクトロニクス、コミュニ
ケーション等の情報技術及び協働研究を通じた他分
野への応用に強み

Business 

Standard

THE WEEK

6月13日

6月13日

https //www.busine

ss-

standard.com/articl

e/pti-stories/india-

eu-ict-

standardisation-

cooperation-

project-supports-

centre-of-

excellence-coe-on-

iot-for-smart-cities-

at-iiit-hyderabad-

119061300668 1 h

tml

https //www.thewee

k in/wire-

updates/business/2

019/06/13/pwr8--

international%20ins

titute%20of%20info

rmation%20technol

ogy-

hyderabad.html

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-eu-ict-standardisation-cooperation-project-supports-centre-of-excellence-coe-on-iot-for-smart-cities-at-iiit-hyderabad-119061300668_1.html
https://www.theweek.in/wire-updates/business/2019/06/13/pwr8--international%20institute%20of%20information%20technology-hyderabad.html
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二国間/多国間協力要旨一覧（14/68）

シンガポール金融管理局（MAS）とロンドン市は、グリーンファイナンス/サステナブル
ファイナンス推進のための協力に関するMoUを締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

16 MoU締結 英国 シンガ
ポール

ファイナンス MAS（シンガポール金融管理局）とロンドン市が、先端
金融分野における協力に関するMoUを締結（6月13日）

協力協定は、ロンドンで開催されたシンガポールの建国200
周年を記念した英国－シンガポールビジネスサミットで署名

（参考）MASとロンドン市は、英国のグリーンファイナンスイニ
シチブにおける協力協定にも署名、シンガポールと英国の金
融システムにおけるグリーンでサステナブルな金融の原則の
適用を促進。イニシアチブは、基準の調和や、環境・気候変
動リスク公開の促進、国際環境におけるグリーンファイナンス
の協力強化について記載

 協力分野：
• データフローの容易化、国家間顧客確認（KYC）プロセ
スの促進、金融セクターの能力開発、グリーンファイナ
ンスの促進

 署名者：
• シンガポール金融管理局局長、社会政策上級大臣

Tharman Shanmugaratnam 

• ロンドン市長 Peter Estlin

The Business 

Times

The Straits 

Times

Singapore 

Business 

Review

6月13日

6月14日

6月19日

https //www.busine

sstimes com sg/gov

ernment-

economy/singapore

-uk-ink-deals-to-

deepen-

cooperation-

between-both-

financial-centres

https //www.straitsti

mes com/business/

spore-uk-ink-deals-

to-boost-

partnership-in-

financial-services

https //sbr.com.sg/i

nformation-

technology/more-

news/singapore-

and-uk-regulators-

strengthen-cyber-

security-ties

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-uk-ink-deals-to-deepen-cooperation-between-both-financial-centres
https://www.straitstimes.com/business/spore-uk-ink-deals-to-boost-partnership-in-financial-services
https://sbr.com.sg/information-technology/more-news/singapore-and-uk-regulators-strengthen-cyber-security-ties
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二国間/多国間協力要旨一覧（15/68）

BSIは、ビジネス及び産業のための自主基準の承認に関する中国SACとのMoUを
更新し、両国の規格活用へのコミットメントを確認
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

※1

機関・団体名 発行日 URL

17 MoU締結 英国 中国 分野横断
（規格策定、
相互認証）

BSI（英国規格協会）は、ビジネス及び産業のための
自主基準の承認に関する中国SAC（中国標準化委員
会）とのMoUを更新（6月13日）

 背景：
• BSIは15年以上にわたりSACと協力関係を継続して
おり、本MOUにてその関係性を継続

 MoU目的：
• 両国間および世界中の貿易と投資を促進するために
共通の規格を使用するという英国と中国のコミットメント
を強調

• 英国が輸出の多様化を推進する中で、輸出成長の
ための市場環境を確保

 MoU概要：
• 英国と中国による国際規格の開発と実施
• 二国間の貿易と投資を促進する規格策定を目指し、
両国が協力可能な分野を特定

上記に加え英国中国標準化協力委員会の第4回会合を実施
（6月17日週＠マンチェスター）
 会合内容：

• スマートシティ、グラフェン、再製造に関する技術ワー
キンググループにおける進捗が焦点

• Belt and Road Initiativeにおける規格の果たす役割、
また英国がどのように中国の新しいStandardization 

2035戦略に協力可能かについて議論

（注）グラフェン：原子の厚さのsp2結合炭素原子のシート
状物質

英国規格協会
（BSI）

中国標準化
委員会（SAC）

Business 

Quarter

6月14日

6月18日

6月18日

https //www.bsigrou

p.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/press-

releases/2019/june/

bsi-extends-

agreement-with-

standardization-

administration-of-

china/

http //www.sac.gov.

cn/xw/bzhxw/20190

6/t20190618 3436

13.htm

http //www.bqlive.c

o.uk/international-

trade/2019/06/18/n

ews/bsi-extends-

agreement-with-

standardization-

administration-

ofchina-

35690/?refresh ce

要旨一覧二国間協力

※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/june/bsi-extends-agreement-with-standardization-administration-of-china/
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201906/t20190618_343613.htm
http://www.bqlive.co.uk/international-trade/2019/06/18/news/bsi-extends-agreement-with-standardization-administration-ofchina-35690/?refresh_ce
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二国間/多国間協力要旨一覧（16/68）

アラブ首長国連邦とルクセンブルクは、経済及びイスラム金融分野における協力を
強化
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
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協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

18協力強化 ルク
セン
ブルク

アラブ
首長国
連邦

ファイナンス アラブ首長国連邦とルクセンブルクは、経済分野及び
金融分野における協力を強化

 概要：
• 両国は特にイスラム金融分野において、協力を強化
• アラブ首長国連邦はイスラム債発行の展開において、
世界的な金融センターのルクセンブルクの知見獲得を
企図

• 金融商品の標準策定についても言及
 Obaid bin Humaid Al Tayer氏（Minister of State for 

Financial Affairs）発言要旨：
• 「協力強化によりマーケティングと投資機会を拡大し、
中東および北アフリカのMENA地域におけるUAEの
地位向上を期待」

Emirates 

News Agency

International 

Investment

6月16日

6月19日

http //wam.ae/en/de

tails/139530276811

1

https //www.internat

ionalinvestment.net

/news/4002736/uae

-luxembourg-

discuss-boosting-

economic-ties

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://wam.ae/en/details/1395302768111
https://www.internationalinvestment.net/news/4002736/uae-luxembourg-discuss-boosting-economic-ties
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二国間/多国間協力要旨一覧（17/68）

中国FJSEIとULは特殊ロボットに関する業界標準の開発推進を行うため、特殊ロボッ
トに関する協力覚書に署名
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地域・
国①

地域・
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協力分野/
テーマ

要旨
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機関・団体名 発行日 URL

19 MoU締結 米国 中国 スマートマ
ニュファク
チャリング

FJSEI（Fujian Special Equipment Inspection and 

Research Institute）とUL（Underwriters 

Laboratories）は特殊ロボットに
関する協力覚書に署名（＠泉州）

 協力内容（予定）
• 関連する調査プロジェクト及び特殊ロボット操作に関わ
る訓練の実施

• 特殊なロボット業界標準に存在するギャップを埋め、
業界の標準化と持続可能な開発を促進

 特殊ロボット概要：
• 産業用ロボットやホームサービスロボットとは異なる
プロフェッショナルサービスロボット

• 製造業以外の分野において危険な環境下で人間の
代わりに作業

• 地震、洪水、異常気象、火災、警備およびその他の
公安事故への対応において使用

 FJSEI概要：
• 主に特殊ロボットの国内規格の改訂、国内および国際
規格の調和、及び特殊ロボットのテストと認定、理論
的・実践的な訓練と評価を担当

• 全国特殊作業ロボット標準化作業チーム（SAC / 

SWG13）議長及び国家特殊ロボット試験検査センター
建設グループ議長を担当

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

6月17日 https //www.ul com/

news/ul-and-fjsei-

set-new-

benchmark-

specialized-robots-

industry

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.ul.com/news/ul-and-fjsei-set-new-benchmark-specialized-robots-industry
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二国間/多国間協力要旨一覧（18/68）

SACとBSIがビジネスと産業のための自主規格承認に関するMoUを締結した他、
ULがインド・ニューデリーにモバイルPVユニットテストラボの立ち上げを発表
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20 MoU締結 英国 中国 業界横断 SAC（国家標準化委員会）とBSI（英国規格協会）がビジ
ネスと産業のための自主規格承認に関するMoUを更新
（6月13日）

中国と英国が共通の国際規格を使用、または国際規格が
入手困難な場合にそれぞれの国内規格を承認することで、
両国の企業は商品やサービスに対して高額な変更を加える
ことなくビジネスの遂行が可能

 MoU締結目的
• 英国と中国による国際規格の開発と実施
• 二国間の貿易と投資を促進する規格策定を目指し、
両国が協力可能な分野を特定

Business 

Quarter

国家標準化
委員会 (SAC)

6月18日

6月18日

http //www.bqlive.c

o.uk/international-

trade/2019/06/18/n

ews/bsi-extends-

agreement-with-

standardization-

administration-

ofchina-

35690/?refresh ce

http //www.sac.gov.

cn/xw/bzhxw/20190

6/t20190618 3436

13.htm

21新施設創設 米国 インド モビリティ ULは、インドのニューデリーにモバイルPVユニットテスト
ラボの立ち上げを発表

 ラボ概要：
• 太陽光発電システムの所有者およびオペレータは、
太陽光発電所の現場で直接性能の低いモジュールを
識別、評価、および交換が可能

• ULはインドでモバイルPVテストラボを立ち上げた最初
の独立した第三者認証及び認定企業

 Dr. Chakradhar Byreddy （Director for renewables in 

Asia Pacific for UL）発言要旨：
• 「性能が不十分なPVモジュールは、太陽光発電所全体
のエネルギー出力を低下させる可能性があり、大きな
リスクとなる。インド政府が、コンポーネントとシステム
のための品質規格の開発に向けて取り組んでいること
を考えると、今回のラボ開設は当然の成り行き」

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

Business

Wire India

6月19日

6月20日

https //www.ul com/

news/ul-launches-

first-mobile-solar-

pv-unit-testing-

laboratory-india

https //www.busine

sswireindia.com/ul-

launches-first-

mobile-pv-test-

laboratory-in-india-

63823.html

要旨一覧二国間協力

※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載
出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.bqlive.co.uk/international-trade/2019/06/18/news/bsi-extends-agreement-with-standardization-administration-ofchina-35690/?refresh_ce
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201906/t20190618_343613.htm
https://www.ul.com/news/ul-launches-first-mobile-solar-pv-unit-testing-laboratory-india
https://www.businesswireindia.com/ul-launches-first-mobile-pv-test-laboratory-in-india-63823.html
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二国間/多国間協力要旨一覧（19/68）

シンガポール金融庁（MAS）、イングランド銀行、金融行動庁は、金融セクターにおけ
るサイバーセキュリティ強化のための協力を推進することを発表
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22 MoU締結 英国 シンガ
ポール

ファイナンス MAS（シンガポール金融庁）、イングランド銀行、金融行
動庁は、金融セクターにおけるサイバーセキュリティを強
化するための協力を発表

 共同作業には、MASと英国の金融当局が情報を共有する
効果的な方法を特定し、スタッフ交流を行う可能性を模索
することなどを含む

加えてシンガポール銀行金融協会（IBF）と英国チャータード・ボ
ディ・アライアンス（CBA）は、銀行、資本市場および保険の専
門家のためのスキル開発における協力を深めるための意志宣
言（Declaration of Intent）に署名
 協力には、トレーニングプログラムの開発・実施における
ベストプラクティスと革新の共有、専門家の基準認証の相
互承認の促進等を含む

Singapore 

Business 

Review

6月18日 https //sbr.com.sg/i

nformation-

technology/more-

news/singapore-

and-uk-regulators-

strengthen-cyber-

security-ties

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://sbr.com.sg/information-technology/more-news/singapore-and-uk-regulators-strengthen-cyber-security-ties
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二国間/多国間協力要旨一覧（20/68）

中国NQIの研究チームは、オーストリアとスウェーデンの規格協会を訪問し、標準ビッグ
データの研究開発・利用等について意見交換を実施
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23意見交換 オース
トリア・
ス
ウェー
デン

中国 業界横断 NQI（中国国家標準委員会）の研究チームがオーストリ
アとスウェーデンの規格協会を訪問し意見交換を実施

 目的
• 先進国の標準化機関のナレッジと標準の海外普及
方法について学習

 訪問背景：
• ASI（オーストリア国立規格協会）とSIS（スウェーデン
国家規格協会）は、「標準化された英中二言語コーパ
スとオントロジー知識システム構築グループ」の主要
メンバーとして活動

 討議内容
• 英中標準化インテリジェント翻訳クラウドプラットフォー
ム、標準ビッグデータの研究開発と利用

• 標準の海外普及モデルと標準情報協力などの研究
結果共有

加えてSISは、「標準化された英中二言語コーパスとインテリ
ジェント翻訳クラウドプラットフォーム」について、中国国家標
準委員会と1年間標準販売協力契約を締結
 締結目的

• 中国語規格の素早い翻訳と閲覧を目的としたツール
提供

中国標準化
研究院 (CNIS)

6月21日 http //www.cnis gov

cn/xwdt/bzhdt/201

906/t20190621 25

040 shtml

要旨一覧二国間協力

※1 注：取得時（6月30日時点）の情報源（URL）を掲載

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cnis.gov.cn/xwdt/bzhdt/201906/t20190621_25040.shtml
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二国間/多国間協力要旨一覧（21/68）

欧CENは、エレベーター・エスカレーター規格のアジア太平洋市場への更なる普及
及び安全性を考慮した国際標準化に向け、中国と協力を強化
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24協力強化 欧州 中国 エレベーター、
エスカレー
ター

中国の代表団が、エレベーター及びエスカレーターの
規格の安全性に関し、CENを訪問（7月10日）

 背景
• 中国はエレベーター及びエスカレーター市場で、
世界最大規模

• 欧州のエレベーター及びエスカレーター規格は、
世界中で広く採用

• 1995年より、欧州規格をより広い市場ニーズに適用
させることを目的に双方の技術専門家が交流

 概要
• 中国規制当局、標準化機関、産業界の代表者が、エレ
ベーター及びエスカレーターの規格の安全性に関し、
CENを訪問

• 規制や承認プロセスへの反映も見据え、継続的な技術
専門家の交流強化に合意

CENELEC 7月
https //www.cencen

elec eu/News/News

letters/Newsletters/I

ssue%2009 Onthe

spot.pdf

25 MoU締結 英国 中国 モビリティ 中国自動車技術研究センターは、Towards Zero

Foundationと協力に関するMoUを締結（6月19日）
 締結主体

• Yu Kai氏（中国自動車技術研究センター長）
• David Ward氏（Towards Zero Foundation会長）

 背景
• Yu Kaiセンター長は、ジャガーランドローバー、英国自
動車認証局、フィアットクライスラー、プジョーシトロエン
を訪問（6月19日~27日）

• 訪問中、天津経済技術開発区（TEDA）オートフォーラ
ムG9フォーラムの準備作業を紹介、自動車製品認証
システム、テストと認証技術、インテリジェントネットワー
クカーポリシー等について議論

中国自動者
技術研究
センター

7月1日
http //www.catarc.a

c cn/ac2016/conten

t/20190701/28829.

html

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.cencenelec.eu/News/Newsletters/Newsletters/Issue%2009_Onthespot.pdf
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190701/28829.html
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二国間/多国間協力要旨一覧（22/68）

ドイツは、AIやITセキュリティを含む、デジタルトランスフォーメーションに係る複数
分野において中国と協力を強化
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26協力強化 ドイツ 中国 分野横断 ドイツと中国は、AIやITセキュリティを含む複数の
デジタルトランスフォーメーション分野において協力

 背景
• Federal Ministry For Economic Affairs and Energy 
（BMWi）及び中国国家標準化委員会（SAC）間で
年1回German-Chinese Commission for 

Standardization （DCKN）会議を開催
 概要

• ドイツと中国はデジタル変革における、複数の分野で
協力関係の強化に合意
• 特に、デジタルツイン、産業用アプリケーションに
おける人工知能、ITセキュリティ、機能セキュリティ、
予測的メンテナンスの分野においては、緊密な
協力を計画

• また、DKEはInternational Coalition of Intelligent 

Manufacturing （ICIM）を設立、大学との協業の促進
を含め、スマートファクトリーへの取り組みを主導
• 中国Intelligent Manufacturing Alliance of China 

Association for Science and Technology
（CAST）Member Societies（IMAC）の他、the 

American Society of Mechanical Engineers 
（ASME）、the Institution of Mechanical 

Engineers （IMechE）等の機関が参画
 今後の予定

• 標準化へのアジャイルなアプローチに向け、German-

Chinese Industry 4.0テストベット開始を支持
• バッテリーシステムの安全性向上や自立システムの
標準化における倫理的な問題についても取扱い予定

VDE Verband 

der 

Elektrotechni

k Elektronik 

Informationst

echnik e.V.
（VDE）

7月2日 https //www.vde co

m/de/presse/presse

mitteilungen/deutsc

hland-und-china-

vereinbaren-

staerkere-

zusammenarbeit

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/deutschland-und-china-vereinbaren-staerkere-zusammenarbeit
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二国間/多国間協力要旨一覧（23/68）

米ULは、BSNと共同でインドネシア及びASEAN地域の火災、電気、及びスマート
シティの安全性に関する規格について、ワークショップを開催
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27共同ワーク
ショップ開催

米国 インド
ネシア

スマート
シティ

インドネシア国家標準化庁 （BSN）とUnderwriters 

Laboratories（UL）が安全性に関する規格について
ワークショップを開催（7月9日～10日＠ジャカルタ）

 テーマ
• インドネシアの国家及び地域のプライオリティを
サポートするBSN及びULのセキュリティ規格

 内容
• インドネシア、ASEAN地域の火災、電気、スマートシ
ティのセキュリティに関する規格の専門家からの
プレゼンテーション

 BSN長官 開会式時発言要旨
• 「スマートシティ標準の策定とその適用はBSNの
優先事項である」

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

7月10日 http //www.bsn go.i

d/main/berita/detail/

10247/bsn-dan-ul-

gelar-workshop-

standar-keamanan

28 MoU締結 国際 中国 モビリティ ASAMとCATARC（China Automotive Technology 

and Research Center）は、中国の自動車市場に
おける協力に関するMoUを締結（5月17日）

 概要
• ASAMは、標準化プロセスを設定し、自動車エンジニ
アリングプロセスの効率を高め、中国自動車業界を
活性化

• さらに、ASAMとCATARCはC-ASAMと呼ばれるWG
の設立に合意

• 中国市場におけるASAMを代表し、デモンストレー
ションやトレーニングの提供により、ASAM規格を
推進、MoUのビジョンと開発計画の実行を支える

Association 

for 

Standardisati

on of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 
（ASAM）

7月10日 https //www.asam.n

et/news-

media/detail/news/

asam-plans-

cooperation-with-

catarc-to-enter-

chinese-market/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10247/bsn-dan-ul-gelar-workshop-standar-keamanan
https://www.asam.net/news-media/detail/news/asam-plans-cooperation-with-catarc-to-enter-chinese-market/
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米ASTMは、中東のエネルギー産業振興を行うGDAに、Knowledge Partner

メンバーとして参加を決定、関係を強化
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29協力強化 米国 中東 エネルギー
マネジメント

ASTMは、Gulf Downstream Association （GDA）に
Knowledge Partnerメンバーとして参加

 GDA概要
• 本拠地：バーレーン、マナマ
• 2016年7月、バーレーン王国の内閣令により、設立さ
れた非営利団体

• 湾岸諸国の川下国営石油企業のネットワークとして、
下記4社の出資により設立
• Saudi Aramco, Kuwait Petroleum International 
（KPI）

• Bahrain Petroleum Company（BAPCO）
• Kuwait National Petroleum Company（KNPC）
• Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）

• エネルギー業界に関するナレッジやベストプラクティス
の共有による、産業振興を企図

 ASTM関係概要
• ASTMは湾岸地域の標準化機関と複数のMoUを締結
• 毎年、湾岸地域で開催されるイベントを支援

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

7月12日 https //www.astm or

g/newsroom/astm-

international-joins-

gulf-downstream-

association-

member

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-joins-gulf-downstream-association-member
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ANSIは、データセンター、グリーンビルディング、スマートシティに関するSCCP

フェーズIIワークショップを開催
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30共同ワーク
ショップ開催

米国 インド データ
センター、
グリーンビル
ディング／
スマート
シティ

ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間
規格適合プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップを
開催（7月10～11日＠ニューデリー、7月15～16日
＠ハイデラバード、インド）

 SCCP フェーズII概要
• 米国とインドの官民部門連携促進が目的
• スマートで持続可能な都市、水と衛生及びクリーン
エネルギーの3つの分野において、規格、適合性評価
及び技術的規制に関する協力を強化

 実施体制：
• USTDAが支援、インド工業連盟（CII）とANSIが運営

 ワークショップ概要
• Bureau of Indian Standards（BIS）と共催し、インド
及び米国の関係者70名以上が集まり、議論

• スマートシティ（7月10～11日）
• データセンター、グリーンビル（7月15～16日）

 ハイライト：
• データセンター、グリーンビルディング：

• 米国とインドの建物のエネルギー効率向上の為の
ガイドBuildings Innovation Guide （BIG）を発表

• 印エネルギー効率局は、最近、省エネビルコード
（ECBC）にデータセンター効率化を含めたこと、
実装の為のガイドラインを作成中であることを発表

• スマートシティ：
• インドでの洪水と干ばつ被害に関し、建築基準の
強化が急務であること、投資促進に向けた規格の
調和、認証、及びコンプライアンスの遵守が重要
であることを議論

Construction 

Week Online

米国規格協会
（ANSI）

7月18日

7月29日

https //www.constru

ctionweekonline in/

projects-

tenders/10491-

india-poised-to-

focus-on-energy-

efficient-and-high-

performance-

buildings-of-the-

future-says-building

https //www.ansi.or

g/news publication

s/news story?men

uid=7&articleid=c19

4546c-4c75-4985-

ad6e-82af811cbaf1

https //www.ansi.or

g/news publication

s/news story?men

uid=7&articleid=3c2

73904-0716-4706-

94c9-

83b28305cbae

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.constructionweekonline.in/projects-tenders/10491-india-poised-to-focus-on-energy-efficient-and-high-performance-buildings-of-the-future-says-building
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=c194546c-4c75-4985-ad6e-82af811cbaf1
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CEN及びCENELECは、インドにおける欧州の標準化システムの認知度向上を目的
としたSESEIプロジェクトの第4フェーズへの参加を正式承認
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31協力強化 欧州 インド ICT CEN及びCENELECは、Seconded European 

Standardization Expert in India （SESEI）の
第4フェーズであるSESEI IVの参加を正式承認
（6月5～6日）

 SESEI概要
• CEN、CENELEC、European Telecommunications 

Standards Institute （ETSI）が中心となり、運営
• 欧州－インド及び国際貿易の促進を目的に、標準化
活動促進、欧州企業のインド市場参入支援、インドの
標準化支援等を実施

 概要
• SESEI IVは、2019年秋頃より3年間の実施を予定
• コンソーシアムのメンバーであるCEN、CENELEC、

ETSI、欧州委員会（EC）及び欧州自由貿易連合
（EFTA）は専門家の募集を開始

CENELEC 7月 https //www.cencen

elec eu/News/News

letters/Newsletters/I

ssue%2009 Onthe

spot.pdf

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.cencenelec.eu/News/Newsletters/Newsletters/Issue%2009_Onthespot.pdf
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英Government Digital Service（GDS）とシンガポールGovTech Agency

（GovTech）は、電子政府サービスの設計と実施に向けた協力に向けMoUを締結
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32 MoU締結 英国 シンガ
ポール

電子政府 英Government Digital Service（GDS）とシンガポール
GovTech Agency（GovTech）は、電子政府サービス
の設計と実施に向けた協力のためMoUを締結
（6月＠ロンドン）

 背景
• デジタル政府サービスは、シンガポールのSmart 

Nationプログラムの6つのイニシアティブのうちの一つ
• 当MOUは、SIN Singapore が仲介し、3年間の交渉の
末、締結

 MoU締結内容
• GDSとGovTechは、政府職員のデジタルスキルを構築、
すべく、政府関連情報、データ、ソフトウェアへのオープ
ンスタンダード適用等において、ナレッジ及びベストプラ
クティスを共有

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

8月6日 https //www.gov uk/

government/news/s

in-sg-facilitates-

new-uk-sg-mou-in-

digital-government-

services

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.gov.uk/government/news/sin-sg-facilitates-new-uk-sg-mou-in-digital-government-services


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

二国間/多国間協力要旨一覧（28/68）

BMWi、DIN、DKEは、 Global Project Quality Infrastructure（GPQI）の一環と
してインドを訪問し、標準化フォーラム及びEモビリティワークショップを実施
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33協力強化 ドイツ インド 自動車 連邦経済エネルギー省（BMWi）、DIN、DKEはインドと
の自動車分野等での協力強化のためにニューデリーを
訪問（7月9～12日）

 背景
• BMWiとIndian Ministry of Consumer Protection, 

Food and Public Administration (MoCAF & PD)間の
global project Quality Infrastructure (GPQI) WGの
一環として訪問

 訪問時実施事項
• 協力関係の構築：

• VDEの印カウンターパートであるIEEMAの代表者と
議論し、LOI（意向表明書）等を通じた協力強化を
検討

• 初の二カ国の標準化フォーラムを開催し、パート
ナーシップ協定の締結等を通じた国際レベルでの協
力強化を確認

• 電気自動車に関する専門家ワークショップの開催
• インドは二輪及び三輪の電気自動車に焦点を当て、
印規制当局や独標準化専門家とのより的を絞った
技術交流の必要性を確認

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechni

k Elektronik 

Informationst

echnik (DKE)

8月13日 https //www.dke de/

de/news/2019/ausb

au-deutsch-

indische-

kooperation-

normung

34 MoU締結 米国 韓国 電池、家電
機器

韓国産業技術試験院（KTL）はULとグローバル安全認
証包括業務提携の推進に合意（8月8日）
 KTLはUL Koreaと両機関間の包括的業務協力を推進するこ
とを協議し、MoUを締結したと発表
 MoU内容

• 電池分野のほか、家電機器分野の製品テスト領域にお
ける協力拡大

• エンジニア教育を含む技術協力
• 新事業分野の新たな協力案の発掘・推進

Kham 8月18日 http //www.kharn.kr/

news/article.html?n

o=10447

要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

二国間協力

https://www.dke.de/de/news/2019/ausbau-deutsch-indische-kooperation-normung
http://www.kharn.kr/news/article.html?no=10447
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中国国家市場管理局とドイツ連邦経済エネルギー省は、約40年前に締結された
「中独測定技術協力協定」を更新すると共に、共同セミナーを開催
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35協力協定
更新

ドイツ 中国 インテリジェ
ントネット
ワーク、再生
可能エネル
ギー、新素
材、生物学、
生命科学

国家市場監督管理総局とドイツ連邦経済エネルギー省
は「測定協力に関する協定」を更新し、中独調整セミナー
を共同で開催（@北京）
 旧中国国家計量管理局とドイツ連邦経済省が1979年10月に
ドイツのブラウンシュヴァイクで署名した「中独測定技術協力
協定」を更新

 セミナーにて国家市場監督管理総局の副局長及びドイツ連邦
経済エネルギー省代表がスピーチを実施
 国家市場監督管理総局のスピーチ内容(抜粋)：

• 中国はドイツと協力し、インテリジェントネットワーク、
再生可能エネルギー、新素材、生物学、生命科学等の
新興測定分野での協力をさらに強化する方針

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

連邦経済
エネルギー省
(BMWi)

8月21日 http //www.samr.go

v cn/xw/zj/201908/t

20190821 306186.

html

https //www.bmwi d

e/Redaktion/DE/Pr

essemitteilungen/2

019/20190821-40-

jahre-erfolgreiche-

zusammenarbeit-

in-der-

metrologie html

36 MoU締結 米国 中国 規格認証・
適合性評価

米国規格協会（ANSI）の国際開発部長がCNISを訪問
（8月21日）
 企業標準リーダーシステムの最新の開発に関する詳細な
交換と議論を実施した他、中米規格や適合性評価協力
プロジェクト等との将来的な協力について合意

中国標準化
研究院（CNIS）

8月22日 https //www.cnis ac.

cn/bydt/zhxw/2019

08/t20190822 450

54.html

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201908/t20190821_306186.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190821-40-jahre-erfolgreiche-zusammenarbeit-in-der-metrologie.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201908/t20190822_45054.html
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国際金融公社(IFC)とドイツ投資協会(DEG)は、アユタヤ銀行が発行する最大2億
2000万米ドルの民間初の女性起業家債（ジェンダー債）に加入することに合意
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37協力強化 国際・
ドイツ

タイ ジェンダー 国際金融公社(IFC)とドイツ投資協会(DEG)は、アユタヤ
銀行が発行する最大2億2000万米ドルの女性起業家債
（ソーシャルボンド）に加入することを合意(8月23日)

 女性起業家債概要：
• アジア太平洋地域における最初の民間「ジェンダー」債
券

• 国際資本市場協会のソーシャルボンド原則及び
ASEANソーシャルボンド基準に準拠したアジア新興市
場での最初のソーシャルボンド

• タイの女性主導の中小企業（WSME）への融資増加を
目的としてIFCとGoldman Sachs 10,000 Womenの
共同イニシアチブである「女性起業家機会ファシリティ」
が支援

the Asset 8月25日 https //esg.theasset

com/ESG/38521/fi

nancial-magazine-

for-asias-decision-

makers

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://esg.theasset.com/ESG/38521/financial-magazine-for-asias-decision-makers
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独German Institute Taipei及び中華民國交通部は、自動運転車の普及を見据え、
陸上輸送及び交通安全分野の協力に関する2つの共同宣言に調印
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38共同宣言 ドイツ 台湾 陸上輸送、
交通安全

ドイツと台湾は、陸上輸送及び交通安全分野の協力に
関して、2つの共同宣言に調印（8月26日）

 署名者
• ドイツ：Sabrina Schmidt-Koschella氏（Acting 

Director-General, German Institute Taipei）
• 台湾：Shieh Jhy-wey氏（Representative to Germany, 

Ministry of Transportation and Communications）
 宣言概要

• 陸上輸送に関する宣言：
自動運転車、自動車の技術検査、交通及び道路設計、
高度道路交通システム（ITS）、鉄道の政策及び標準、
道路インフラ政策、鉄道の自己管理、トンネル整備等
の分野において、政策や規制に関する情報交換を
実施
• 特に、自動運転車に関しては政策、規制、標準、
テスト、保険要件、事故調査及び報告要件、訴訟、
データ、プライバシー等の分野で協力

• 交通安全に関する宣言：
交通事故の原因や予防、高齢の道路利用者の増加に
起因する課題等の分野において、意見交換や調査を
実施

Taipei Times 

Taiwan Today 

8月27日

8月28日

http //www.taipeitim

es.com/News/taiwa

n/archives/2019/08/

27/2003721214

https //jp.taiwantod

ay.tw/news.php?uni

t=148 149 150 151

152&post=161165

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2019/08/27/2003721214
https://jp.taiwantoday.tw/news.php?unit=148,149,150,151,152&post=161165


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

二国間/多国間協力要旨一覧（32/68）

中国とデンマークは、食品安全及び有機食品の認証に関する協力について、
意見交換を実施
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39意見交換 デン
マーク

中国 食品 中国とデンマークは、食品安全及び有機食品の認証に
関する協力について、意見交換を実施（9月9～10日）

 出席者
• Morgans Jensen氏（Minister of Food, Fisheries, 

Equality and Nordic Cooperation of the Kingdom 

of Denmark）
• Sun Meijun氏（Deputy director of the State 

Administration of Markets Supervision）
• Qu Dongyu氏（中国農業農村部副部長）

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

Ministry of 

Environment

and Food of 

Denmark

9月11日

9月8日

9月10日

http //www.samr.go

v cn/xw/zj/201909/t

20190911 306707.

html

https //mfvm.dk/nyh

eder/nyhed/nyhed/f

oedevareministeren

-skal-paa-

eksportfremstoed-i-

kina/

https //mfvm.dk/nyh

eder/nyhed/nyhed/

dansk-oe-maerke-

kommer-snart-til-

kina/

40イベント開催 ドイツ ベトナ
ム

スマートマ
ニュファク
チャリング

TUV SUD DigitalはSTAMEQ、ベトナム各省庁を招待
し、ベトナムでのスマートマニュファクチャリングの実現に
向けた討議を実施（9月10日）

 討議での合意事項：
• 短期的な事項として、TUV SUD DigitalとSTAMEQ
は、ベトナム国内でスマート製造モデルの実証実験を
実施することに合意

• 中長期的な事項として、各省庁と連携し、ベトナムの
製造事業者によるスマート製造の技術へのアクセス
向上を目指すことに合意

Directorate 

for Standards, 

Metrology 

and Quality 
（STAMEQ）

9月10日 https //tcvn gov.vn/

2019/09/som-hinh-

thanh-mot-he-sinh-

thai-ve-san-xuat-

thong-minh-tai-viet-

nam/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201909/t20190911_306707.html
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/foedevareministeren-skal-paa-eksportfremstoed-i-kina/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/dansk-oe-maerke-kommer-snart-til-kina/
https://tcvn.gov.vn/2019/09/som-hinh-thanh-mot-he-sinh-thai-ve-san-xuat-thong-minh-tai-viet-nam/
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二国間/多国間協力要旨一覧（33/68）

TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTは、貿易促進を企図し、輸出製品の
相互認証に係るMoUを締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

41 MoU締結 ドイツ ベトナ
ム

製品一般 TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTは、輸出
製品の相互認証に係るMoUを締結

 MoU締結機関：
• TUV SUD （ドイツ）
• QUACERT（ベトナム）

 MoU締結により期待される効果
• 当MOU締結により、ベトナムに製品を輸出する際に、
現地で試験・認証を行うのではなく、事前にTUV 

SUDによる工場審査・製品の試験・認証を行い相互
認証を認めることで貿易の促進に寄与

TUV SUD 9月12日 https //www.tuev-

sued de/company/p

ress/news/tuev-

sued-psb-

successfully-signs-

memorandum-of-

understanding-with-

vietnamese-

certification-body-

quacert

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.tuev-sued.de/company/press/news/tuev-sued-psb-successfully-signs-memorandum-of-understanding-with-vietnamese-certification-body-quacert
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二国間/多国間協力要旨一覧（34/68）

米国規格協会（ANSI）は、インド工業連盟（CII）及びインド規格局（BIS）と共同で
セミナーを開催し、官民間で5G標準化に係る知見を共有
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協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

42イベント開催 米国 インド 通信・
スマートシ
ティ

米国規格協会（ANSI）は、インド工業連盟（CII）及びイン
ド規格局（BIS）と共同でセミナーを開催。スマートシティ
実現のキーとなる5G技術への理解促進と共に、官民で
の5G標準化に係る知見を共有

 背景：
• 米国・インドは「スマーシティ／持続可能な街づくり」、
「水・衛生」、「クリーンエネルギー」の分野における標
準化・規制策定に向けて、2国間の協力プロジェクト
「US-India Standard and Conformance 

Cooperation Program : US - India SCCP」を設置
 セミナーにおける講演・討議内容：

• 民間企業による5G活用のベストプラクティス・規格化
余地の共有

• 各国の官民間でのスマートシティ・5Gに係る討議、お
よび5G関連規格を活用することによるスマートシティ
へのメリットの共有

 セミナーにおける成果：
• 5Gに係る長期的な協力体制構築に向け、

Telecommunication Industry Association (TIA)およ
びTelecommunication Standards Development 

Society India (TSDSI)がMoUを締結

米国規格協会
(ANSI)

9月16日 https //www.ansi.or

g/news publication

s/news story?men

uid=7&articleid=8e

09deb1-108c-4f76-

af08-c4cc4eb266ea

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=8e09deb1-108c-4f76-af08-c4cc4eb266ea
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二国間/多国間協力要旨一覧（35/68）

ASEAN諸国は、IAEAと原子力発電に関わる研究開発、技術共有、技術応用、
安全性管理等の分野において、協定を締結

437

No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

43協力関係
構築

国際 ASE

AN

原子力、
エネルギー

ASEAN諸国は原子力技術に係る研究開発、技術共有、
技術応用、安全性管理等の分野において、国際原子力
機関（IAEA）と協定を締結

 協定の締結者
• ASEAN事務総長 Dato Lim Jock Hoi氏
• IAEA取締役代行 Cornel Feruță氏

 締結セレモニーの参画者
• 各国の在スイス大使館からの代表者
• ASEANTOM (ASEAN Network of Regulatory 

Bodies on Atomic Energy)メンバー
• IAEAメンバー

国際原子力
機関（IAEA）

ASEAN HP

9月16日

9月17日

https //www.iaea.or

g/newscenter/news

/iaea-and-asean-

strengthen-

cooperation-in-

nuclear-science-

technology-and-

applications-and-

nuclear-safety-

security-and-

safeguards

https://asean.org/asean

-signs-practical-

arrangements-iaea/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-and-asean-strengthen-cooperation-in-nuclear-science-technology-and-applications-and-nuclear-safety-security-and-safeguards
https://asean.org/asean-signs-practical-arrangements-iaea/
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二国間/多国間協力要旨一覧（36/68）

STAMEQは、スマートシティ等の分野における標準化の情報共有に向け、英国規格
協会（BSI）とMoUを締結

438

No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

44 MoU締結 米国 ベトナ
ム

製品一般 ベトナム国家標準化機関STAMEQは、UL規格を国内利
用するに際し、MoUを締結

 MoUの締結者
• ベトナムの標準化機関（STAMEQ）
• Underwriters Laboratory（UL）

 締結内容の概要：
• UL策定規格をSTAMEQが国内で活用できるように
することで、相互互換性・認証を促進することを規定

ベトナム規格・
計量・品質
総局
（STAMEQ）

9月19日
https //tcvn gov.vn/

2019/09/viet-nam-

hop-tac-voi-ul-

trong-linh-vuc-cap-

phep-tieu-chuan/

45 MoU締結 英国 ベト
ナム

スマート
シティ

STAMEQは、スマートシティ等の分野における標準化の
情報共有に向け、British Standardization Agency
（BSI）とMoUを締結

 MoU概要
• 持続可能な開発やスマートシティ等の分野において、
ベストプラクティスを含む両国の標準化活動に関する
情報の共有

ベトナム規格・
計量・品質
総局
（STAMEQ）

9月19日 https //tcvn gov.vn/

2019/09/dai-hoi-

dong-iso-hop-

phien-toan-the-lan-

thu-42/

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://tcvn.gov.vn/2019/09/viet-nam-hop-tac-voi-ul-trong-linh-vuc-cap-phep-tieu-chuan/
https://tcvn.gov.vn/2019/09/dai-hoi-dong-iso-hop-phien-toan-the-lan-thu-42/
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二国間/多国間協力要旨一覧（37/68）

Underwriter Laboratories（UL）はEV用電池・充電システムの大規模試験場を中国
に設置し、電池の試験・アドバイザリーサービスを提供
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地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
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46認証動向 米国 中国 電気自動車、
電池

Underwriter Laboratories（UL）はEV用電池・充電シ
ステムの大規模試験場を中国に設置し、EVメーカー及
び電池メーカーへの電池の試験・アドバイサリーサービ
スを提供

 背景：
• EV市場の成長に伴い、第三者によるEV用電池・
充電システム試験への需要が増加

 提供するサービス概要：
• 試験に伴うEV用電池の安全性、性能、機能性向
上のための支援
（EV用電池、充電システム、グリッドへの接続器、
電池モニタリングシステムを試験対象とする）

• エネルギー、安全性、サイバーセキュリティに係る
ノウハウの提供

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

9月21日
https //www.ul com/

news/ul-

establishes-new-

electric-vehicle-

battery-laboratory-

advance-battery-

charging-systems-

safety

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.ul.com/news/ul-establishes-new-electric-vehicle-battery-laboratory-advance-battery-charging-systems-safety


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

二国間/多国間協力要旨一覧（38/68）

インドネシアBSNは、米ULと電気自動車及びスマートシティの標準化に関する協力、
UNIDOとインフラ整備の標準化に関する協力について、議論
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47/

48

会議開催 米国/
国際
連合

インド
ネシア

電気自動車、
スマートシ
ティ/インフラ

BSNは、第42回ISO総会に出席し、Underwriter 

Laboratory（UL）及びUnited Nations Industrial 

Development Organization（UNIDO）と今後の協力に
ついて協議

 ULとの協議：
• ULは、火災安全、電気自動車及びスマートシティ
における標準化の注力にあたり、BSNとの協力を
望んでいる旨に言及

• 標準化に関する教育活動における協力についても
言及

 UNIDOとの協議：
• インドネシアで実施中のGlobal Quality 

Standards Program （GQSP）に関し、中小企業
の製品の品質及びマーケティング強化について
議論

• UNIDOは、GQSPを通じた協力の継続を表明

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

9月24日
https //bsn.go id/ma

in/berita/detail/1048

9/rangkaian-

pertemuan-

bilateral-dan-

trilateral-antara-

bsn-dengan-mitra-

kerja-sama

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://bsn.go.id/main/berita/detail/10489/rangkaian-pertemuan-bilateral-dan-trilateral-antara-bsn-dengan-mitra-kerja-sama
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二国間/多国間協力要旨一覧（39/68）

ASEAN諸国は、IAEAと原子力発電に関わる研究開発、技術共有、技術応用、
安全性管理等の分野において、協定を締結
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49イベント開催 欧州 アジア 循環経済、
プラスチック

ANEC Sustainability WG共同議長のBoštjanOkorn
氏は、アジア・欧州環境フォーラムで持続可能な消費と
生産（SCP）に関する見解を発表（7月@横浜）
 議長はプラスチックの過剰消費に対応する消費者の役割を
検討するグループに参加
 グループ合意事項

• プラスチックの全面禁止は非現実的
• プラスチック製造にあたり使用する材料の量を軽減
可能なものに変更する等、補完的な規制の実施に
焦点を当てる必要有

European 

Association 

for the Co-

ordination of 

Consumer 

Representati

on in 

Standardizati

on （ANEC）

9月 https //www.anec.e

u/publications/news

letters/824-

interview-with-jens-

henriksson-anec-

vice-president-

anec-enewsletter-

ed-7-2019

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.anec.eu/publications/newsletters/824-interview-with-jens-henriksson-anec-vice-president-anec-enewsletter-ed-7-2019
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二国間/多国間協力要旨一覧（40/68）
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50 レポート発行 オラ
ンダ

シンガ
ポール

サイバーセ
キュリティ

CSA（シンガポール政府サイバーセキュリティ庁）は、
Dutch National Cyber Security Centre (NCSC)と
共同で、レポート"The Internet of Things (IoT) 

Security Landscape Study"を発行
 背景：

• NCSCとのMoU締結に基づき、CSAが調査を受託
• オランダMinistry of Economic Affairs and Climate 

Policy (MEAC)が支援
 レポート内容：

• IoTセキュリティに関する11の課題について、現在の
技術及び政策の分析結果並びに推奨事項を記載

• IoT製品及びサービスに関するイノベーションと標準
化を促進し、より安全なサイバー空間の構築を目的

Cyber Security 

Agency of 

Singapore 

(CSA)

10月2日 https //www.csa.go

v sg/news/publicati

ons/iot-security-

landscape

要旨一覧二国間協力

オランダとシンガポールは、IoT分野に関する連携成果の1つとして、IoTセキュリティ
に関するレポートを発行

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.csa.gov.sg/news/publications/iot-security-landscape
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二国間/多国間協力要旨一覧（41/68）

英国とシンガポールは、メーカーへのグッドプラクティス実装等、 IoT分野における
更なる協力の促進に向け、共同声明を発表
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51 協力関係構築 英国 シンガ
ポール

IoT 英国とシンガポールは、IoT分野における協力に関して
共同声明を発表

 背景：
• 英国とシンガポールは、52か国とCommonwealth 

Cyber Declarationを通じ、IoTデバイスのセキュリ
ティ向上に取り組む旨発表（2018年4月）

• 英国とシンガポールは、SG-UK Partnership for the 

Futureとして、戦略的パートナーシップに同意
（2018年）、正式に協力を開始（2019年1月）

 共同声明概要：
• 英国とシンガポールは、具体的な進展を図るために、
イニシアチブとアプローチを共有し、情報交換を行うこ
とに同意

• IoTデバイスメーカーに対し、業界のグローバル基準
に定められたグッドプラクティスの実装を促進
• ユニバーサルデフォルトパスワードの使用等のセ
キュリティ上の欠点の解消

• IoT業界全体の脆弱性開示プロセスの標準化
• ソフトウェアセキュリティ更新プログラムの開発と
展開の促進

Department for 

Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

10月3日 https //www.gov uk/

government/news/s

ecure-by-design-

uk-singapore-iot-

statement

52 協力関係構築 国際 中国 モビリティ ASAMはCATARC Automotive Data Centerと共同で
イニシアチブ「C-ASAM」を設立したことを発表

 協力内容：
• 中国の自動車産業におけるASAM規格の使用促進
（ASAM規格に関するトレーニング実施を含む）

• 新規ASAM規格の開発
• 中国の需要に応じた既存ASAM規格の改訂

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

10月10日 https //www.asam.n

et/news-

media/news/detail/

news/asam-and-

catarc-launch-joint-

initiative-to-tap-

chinese-market-for-

asam-

standardization/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.gov.uk/government/news/secure-by-design-uk-singapore-iot-statement
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二国間/多国間協力要旨一覧（42/68）

米ASTMは積層造形の標準化研究支援のため、支援対象である9つの積層造形
研究プロジェクトの1つとしてシンガポールNAMICへの資金提供を発表
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53 規格策定動向 米国 シンガ
ポール

積層造形 米国材料試験協会（ASTM）は積層造形の標準化研究
を支援するため、各国の9つの積層造形研究プロジェクト
に対し2回目の資金提供を実施することを発表
 資金提供はASTM国際研究・イノベーション小委員会
（F42.90.05）によって承認され、30万ドル及び現物を提供
 対象プロジェクトの実施機関及びテーマ：

• オーバーン大学：レーザーパウダーベッドフュージョン
（L-PBF）方式による製造後の潜在的な部品品質の
問題検出のための迅速、効率的かつ効果的な検査
プロセスの実装

• オーバーン大学とNASA：L-PBFの適格なマシンと
プロセスの最低限の要件

• EWI：AMデータエントリの最小サブセットとそれらの
エントリの分類定義

• 英国製造技術センター（MTC）：粉末原料の試験方法
で許容可能な試験結果

• 英国製造技術センター（MTC）：タイプ別後処理操作
デザインのベストプラクティス

• シンガポールNational Additive Manufacturing 

Innovation Cluster（NAMIC）：軸外モニタリングを
使用したレーザーパウダーベッドフュージョン
（L-PBF）方式による光学画像と熱画像の取得

• NAMIC：指向性エネルギー蒸着（DED）と材料押出
（MEX）に固有のガイドラインとベストプラクティス

• ウィチタ州立大学国立航空研究所（NIAR）：既存のポ
リマー特性評価活動から情報を収集した試験計画と
マトリックスの作成

• NIAR：積層造形ポリマーのクーポンと部品の関係

中国標準化
研究院（CNIS）

10月12日 https //www.cnis ac.

cn/gjbzh/gjdt/20191

0/t20191012 4519

1.html

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201910/t20191012_45191.html
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二国間/多国間協力要旨一覧（43/68）

中SAC及び露Rosstandartは、中ロ民間航空機標準特別チームの第8回作業会議
を開催し、民間航空機の技術文書の管理規則の共同編集に合意
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54 会議開催 ロシア 中国 航空機 中ロ民間航空機標準特別チームの第8回作業会議を
開催（10月11～12日@サンクトペテルブルク、ロシア）

 会議出席者：
• ロシア：連邦技術規則・計量庁（Rosstandart）
• 中国：SAC

• その他、機械メーカー、研究機関、標準化機関が
参加

 会議概要：
• 民間航空機の技術文書の管理規則の共同編集に
合意、署名

• “GOST 20296-2014 civil aircraft and helicopters -

noise levels and measurement methods allowed 

in passenger cabins and cockpits” 及び“GOST R 

56080-2014 aviation technology products - flight 

safety Supplementary document to the Sexuality, 

Reliability, Testability and Maintenance Plan –

General Requirements”についても署名し、発行
• ワイドボディ旅客機の用語表開発とISO規格の共同
開発について意見交換を実施し、作業計画について
決定

国家標準化管
理委員会（SAC）

10月16日 http //www.sac.gov.

cn/xw/bzhdt/20191

0/t20191021 3438

11.htm

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191021_343811.htm


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.
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米APIは、サウジアラビアSASOと石油及びガス産業における技術標準開発及び
キャパシティビルディングに関する協力協定を締結
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55 意見交換 欧州 中国 分野横断 国家市場管理局は、中国における標準化の状況につい
て、欧州電気通信標準化機構（ETSI）と意見交換を実施
（10月15日）

 協議内容：
• 中国の標準化改革、中国標準2035、企業と標準及び

ETSIの作業内容について意見交換を実施
• 共通の関心を持つ分野において、今後の協力可能性
を検討

国家標準化管
理委員会（SAC）

10月16日 http //www.sac.gov.

cn/xw/bzhdt/20191

0/t20191021 3438

12.htm

56 協力関係構築 米国 サウジ
アラビア

石油、ガス Saudi Standards, Metrology and Quality 

Organization（SASO）とアメリカ石油協会（API）は、
石油及びガス産業の技術標準とキャパシティビルディン
グの分野での協力プログラム開始に署名

 協力概要：
• トレーニングプログラムやセミナーを通じた従業員の
能力の向上

• 石油及びガス産業に適用される仕様、規格、規制等
の開発、研究の実施

• 標準化に関する情報交換の促進

Saudi 

Standards, 

Metrology and 

Quality 

Organization 

(SASO)

アメリカ石油
協会（API）

10月17日

10月22日

https //www.saso g

ov.sa/ar/mediacent

er/news/Pages/sas

o news 1048.aspx

https //www.api.org/

news-policy-and-

issues/blog/2019/1

0/22/safety-

environmental-

protection-key-in-

new-api-saudi-

collaboration

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191021_343812.htm
https://www.saso.gov.sa/ar/mediacenter/news/Pages/saso_news_1048.aspx
https://www.api.org/news-policy-and-issues/blog/2019/10/22/safety-environmental-protection-key-in-new-api-saudi-collaboration
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EUは、国際的な持続可能な投資規則及び基準の調和を目的に、
International Platform on Sustainable Finance （IPSF）を設立
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57 協力関係構築 欧州 中国 ファイナンス EU、中国を含むInternational Platform on 

Sustainable Finance (IPSF)のメンバーは、民間及び
公共の持続可能な投資規則及び基準を策定
（10月18日）

 International Platform on Sustainable Finance (IPSF)
概要：

• 欧州委員会（EC）が主導し、持続可能な経済への
世界的な移行を目指す取り組み

• EU、アルゼンチン、カナダ、チリ、中国、インド、
ケニア、モロッコの関係機関が参加
• メンバー国全体で世界GDPの44％を占め、同量
の二酸化炭素排出削減量の義務を負担

• 特に、世界の持続可能な投資に関する規則及び基準
の調和を行うことにより、民間資本の持続可能な投資
を促進するため、3つの活動内容を規定
• 持続可能な金融のベストプラクティス情報の交換
と普及

• 持続可能な金融の国際的な拡大に向けた障壁と
機会の特定

• 持続可能な金融問題に関する国際的な協力の
調整及び強化

Reuters

European 

Commission

(EC)

10月19日 https //www.reuters.

com/article/us-imf-

worldbank-green-

investment/eu-

china-others-team-

up-to-coordinate-

green-investment-

financing-

idUSKBN1WX2 E

https //europa.eu/ra

pid/press-

release QANDA-

19-6116 en.htm

二国間協力 要旨一覧

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.reuters.com/article/us-imf-worldbank-green-investment/eu-china-others-team-up-to-coordinate-green-investment-financing-idUSKBN1WX2IE
https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-6116_en.htm
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IECは、主に標準化分野のトレーニング及びキャパシティビルディング強化のため、
独DKE、露Rosstandart、中NCSE及びSACとMoUを締結

448

No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

58 協力関係構築 国際 ドイツ
ロシア
中国

分野横断 IECは、ドイツ、中国、ロシアは、IEC総会2019のIEC 

Academy＆Capacity Building Dayにて、標準化分野
でのトレーニング及びキャパシティビルディング拡大に
関する協力協定を締結予定

 締結予定主体：
• ドイツ：ドイツ電気技術委員会（DKE）
• 中国：National Center of Standards Evaluation, 

SAMR（NCSE）、国家標準化管理委員会（SAC）
• 深圳技術大学とも共同教育プログラムの提供等
において協力予定

• ロシア：連邦技術規則・計量庁（Rosstandart）

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

National 

Center of 

Standards 

Evaluation, 

SAMR（NCSE）

10月21日

10月22日

https //www.dke de/

de/news/2019/schu

lungen-und-

kapazitaetsausbau-

in-der-

normungsarbeit

http //www.ncse ac.

cn/newsinfo/17882

68.html?templateId

=576169

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.dke.de/de/news/2019/schulungen-und-kapazitaetsausbau-in-der-normungsarbeit
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欧ETSIは中CESIとIoT、ネットワーク情報セキュリティ、インテリジェント製造、
ブロックチェーン等の分野の標準化における協力に関するMoUの内容に合意
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59 協力関係構築 欧州 中国 IoT、ネット
ワーク情報セ
キュリティ、イ
ンテリジェント
製造、ブロッ
クチェーン

CESI（中国電子技術標準化研究院）は、欧州電気通信
標準化機構（ETSI）とIoT、ネットワーク情報セキュリティ、
インテリジェント製造、ブロックチェーン等の分野の標準
化における協力に関するMoUの内容に合意
（10月16日）

 協議内容：
• IoT、ネットワーク情報セキュリティ、インテリジェント
製造、ブロックチェーン等の分野の標準化において
情報共有及び共同作業を促進することに合意
• CESIは、3GPP（3rd Generation Partnership 

Project）における既存のETSIとのパートナシップ
を強調し、中国企業との共同作業の可能性に
ついても言及

 （参考）3GPP：
• 第3世代携帯電話システム（3G）の国際標準仕様を
策定することを目的に構築されたパートナシップ
（1998年）

• ETSI含む欧州、米国、日本、韓国、中国、インドの
標準化機関が参加

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

10月21日 http://www cesi.cn/

201910/5692.html

60 意見交換 フランス 中国 分野横断 国家市場監督管理総局（SAMR）は、フランスAFNOR代
表者及びOrléans副市長と意見交換を実施（10月29日）

 意見交換概要：
• 第2回青島国際標準化フォーラム（10月28日

@青島）中に意見交換を実施
• 都市間の標準化協力の状況に関して議論

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

国家標準化管
理委員会（SAC）

10月30日 http://www samr.go

v cn/xw/zj/201910/t

20191030 308013.

html

http://www sac gov.

cn/xw/bzhxw/20191

0/t20191031 3438

58 htm

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201910/5692.html
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201910/t20191030_308013.html
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湾岸協力会議標準化機構（GSO）は、ISO/DEVCOにおいて、ISO、ITU等の複数の
標準化機関と標準化活動に係る協力関係を構築
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61 協力関係構築 国際 中東 分野横断 湾岸協力会議標準化機構（GSO）は、国際標準化機構
発展途上国対策委員会（ISO/DEVCO）において、複数
の標準化機関と標準化活動に係る協力関係を構築

 協力内容：
• 国際標準化機構（ISO）：
標準分野、情報交換、技術能力プログラムにおける
技術協力に関するMoUを締結

• 国際電気通信連合（ITU）：
技術協力に関するMoUを締結

• CEN/CENELEC：
欧州規格に対するアクセスに関する著作権及び使用
許諾契約を締結

• インドネシア国家標準化庁（BSN）：
標準、測定及び評価分野におけるMoUを更新

• 米国国家規格協会（ANSI）：
Executive Program for 2020において協力

• 米国試験材料協会（ASTM）：
既存のMoUの枠組み内における協力と現在の活動
評価について協議

• Underwriters Laboratories Inc. （UL）：
規格及び能力開発プログラム分野における技術協力
について協議

• Department of Standards Malaysia：
ハラール、化粧品、能力開発プログラム分野における
標準の調査について協議

湾岸協力会議
標準化機構
（GSO）

国際電気通信
連合（ITU）

10月5日

9月18日

https://www gso.org

.sa/en/media/2019/

10/gso-participates-

in-iso-and-devco-

meetings-and-

signs-mous-for-

technical-

cooperation/

https://www itu int/e

n/ITU-

T/extcoop/Pages/m

ou aspx

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.gso.org.sa/en/media/2019/10/gso-participates-in-iso-and-devco-meetings-and-signs-mous-for-technical-cooperation/
https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/Pages/mou.aspx
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英外務省とASEAN-BACは、ASEAN地域の貿易における標準化及びデジタル化を
推進するため、LOIを締結
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62 LOI署名 英国 ASEAN デジタル貿易 英国とASEAN Business Advisory Council 

(ASEAN-BAC)は、ASEAN地域のデジタル貿易の変革
に関するLetter of Intent (LOI)に署名（11月1日）

 LOI概要：
• 英国のGlobal Trade Programme (GTP) に基づき
締結
• GTPは、貿易コストの大幅な削減、取引量の増大に
より、中小企業の国際貿易を促進するプログラム

• ASEAN Regional Digital Trade Transformation 

(RDTT) の一環として、ASEAN地域内の貿易に関する
ビジネス文書の標準化及びデジタル化を実施

 今後の予定：
• 英国はコンサルタント会社を特定し、ASEAN-BACの
研究実行を支援予定
• 国際貿易に関する規制と文書の標準化に関する
ガイダンス及びプロジェクトのロードマップを策定

Department for 

Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

11月1日 https://www gov.uk/

government/news/th

e-uk-and-asean-

bac-sign-a-letter-of-

intent

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.gov.uk/government/news/the-uk-and-asean-bac-sign-a-letter-of-intent
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63 共同宣言発表 ドイツ インド インダストリー
4.0

ドイツのメルケル首相のインド訪問に際し、共同宣言「持
続可能な成長と信頼できる国際秩序のための戦略的
パートナシップ」を発表（11月1日）
 ドイツのメルケル首相は10月31日～11月1日に第5回Inter-

Governmental Consultations (IGC) としてインドを訪問しモ
ディ首相と会談し、共同宣言を発表
 宣言の概要：

• メルケル首相とモディ首相は「インド・ドイツ戦略的
パートナシップ」が、民主主義、自由で公正な貿易、
ルールに基づく国際秩序、及び相互信頼・尊重といっ
た共通の価値観に基づくものであることを再確認

• 主に、下記の論点について協議
• AIなどの最先端技術とイノベーションを通じたデジ
タルトランスフォーメーションの推進

• 気候変動対策への協力を通じた持続可能な経済
成長の実現

• 熟練労働者の合法的な移動を通じた人的交流の
余地の創出

• 多国間機関の強化と更新を通じた信頼できる国際
秩序への貢献

 （参考）標準化に関する内容（パラグラフ10）：
• 両国は、標準化、ITセキュリティ、実証基盤やユース
ケース、ビジネスモデル・BtoBプラットフォームに関す
る協力と情報交換のため、プラットフォームインダスト
リー4.0とプラットフォームスマートシティの連関を形
成することで合意

Ministry of 

External 

Affairs, 

Government of 

India

11月1日 https //www.mea.go

v in/bilateral-

documents htm?dtl/

31991/Joint+State

ment+during+the+v

isit+of+Chancellor+

of+Germany+to+In

dia

要旨一覧二国間協力

独メルケル首相と印モディ首相は、共同宣言「持続可能な成長と信頼できる国際秩序
のための戦略的パートナシップ」を発表

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/31991/Joint+Statement+during+the+visit+of+Chancellor+of+Germany+to+India
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64 協力強化 国際 中国 データ 中国電子技術標準化研究院（CESI）とOpenStack 

Foundation（OSF）は、オープンソースエコシステムの
開発を共同で推進するための戦略的協力覚書に正式に
署名

 協力内容
• OpenStackの新興技術の適用、評価、認証の促進
• クラウドコンピューティング分野での相互接続と相互
運用性促進

• オープンソース分野での新しい技術の開発
• OpenStackの開発における規格策定
• 関連規格に基づいてのテスト計画と規格の策定
• 事例研究、相互運用性評価、および認証によるオー
プンソースエコシステムの秩序ある開発促進

• 関連する相互運用性評価ツールの開発と保守の促
進

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

11月5日 http //www.cesi cn/

201911/5742 html

要旨一覧二国間協力

中CESIとOpenStack Foundationは、オープンソースエコシステムの開発を共同で
推進するための覚書に署名

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.cesi.cn/201911/5742.html
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国際電気標準会議（IEC）のIEC / TC 111は、規格策定において中国と協力し、材料
の報告基準等に関する規格策定を推進
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65 協力関係
構築

国際 中国 環境 国際電気標準会議（IEC）のIEC / TC 111は、規格策定
において中国と協力
 IEC / TC 111 Environmental Standardization for Electrical 

and Electronic products and systemsは、中国の第三者認
証機関であるCQCと協力し規格策定を実施
 IEC / TC 111には、中国から国別で最大の35人の専門家
が参加
• 具体的には、製品カテゴリーに関する規則の議論を主
導している他、エコラベルの整合化の可能性に関する
調査に従事

 当該TCの5規格の策定をリード、17の規格や技術報告書
（TR）を中国の規格に導入

 IEC 62321-12の策定に際し、危険物質の試験に関する中
国の規格をその一部として提案

 25th Yiwu International FairにIECが参加し、電子、電気製
品に関する規格について発表（10月21日～25日＠義烏市）
 イベントは、中国国家標準化管理委員会（SAC）、商務部、
浙江省関係機関が、製品の質と国際貿易における規格の
果たす役割をメインテーマとして開催

 IEC/TC 111は、電子、電気機器に含まれる物質、材料の
報告基準に関する規格 IEC 62474について発表

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

11月6日

12月19日

https://blog iec.c

h/2019/11/iec-

takes-part-in-

25th-china-yiwu-

international-

fair/

https://blog iec.c

h/2019/12/worki

ng-with-china-

for-the-

environment/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://blog.iec.ch/2019/11/iec-takes-part-in-25th-china-yiwu-international-fair/
https://blog.iec.ch/2019/12/working-with-china-for-the-environment/
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66 協力強化 米国 ASEAN 標準化・技術
協力

米国貿易開発庁（USTDA）はANSIを米・インド太平洋規
格・技術協力プログラム（STCP）の実施主体に選定

 プログラム概要：
• 意思決定者たちが国際的なベストプラクティスに沿っ
て規格や検査プロトコル、規制手順を策定、実施する
ことを目的として実施

• 政府関係者、産業界代表者を招集し、米国・インド平
洋地域における商業、産業規格の情報や実務を共有

• ANSIは今後3年間で12の技術ワークショップを開催
し、下記分野を含む技術関連の課題を扱う予定
• スマートグリッド
• 交通
• エネルギー貯蔵
• スマートシティ
• サイバーセキュリティ
• 医療機器

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

11月7日 https //www.ansi.or

g/news publication

s/news story?men

uid=7&articleid=25

dfe40d-330c-4a42-

96f6-0dfe37acfc24

要旨一覧二国間協力

米国貿易開発庁（USTDA）は、ANSIを米・インド太平洋規格・技術協力プログラム
（STCP）の実施主体に選定

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=25dfe40d-330c-4a42-96f6-0dfe37acfc24
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67 協力強化 EU 中国 情報通信 欧州委員会と中国工業情報部は、情報技術、通信、
情報化分野に関する第10回中国・EU ICT対話を実施
 11/8に中国・EU包括的戦略的パートナシップを実行するため、
情報技術、通信、情報化分野における第10回中国・EU ICT
対話を実施
 協議事項：

• 情報技術、通信、情報化分野における中国・EU協力
の進捗共有

• 下記のような領域での双方の政策共有
• デジタルエコノミー
• 業界監督とネットワークセキュリティ
• 5Gセキュリティと開発
• AI

• 産業のデジタル化
• 共通の懸念事項と認識の共有

 決定事項：
• 標準化やネットワークセキュリティ、産業のデジタル化
領域における協力産業のデジタル化領域における協
力を拡大、深化することで合意

 同席者：
• 中国欧州連合ミッション、産業情報技術省国際協力
部、情報ソフトウェアサービス部、情報通信管理局、
ネットワークセキュリティ管理局、中国信息通信研究
院の代表者

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

11月11日 http //www.miit.gov.

cn/n1146290/n114

6402/n7039597/c7

514439/content.ht

ml

要旨一覧二国間協力

欧州委員会と中国工業情報部は、情報技術、通信、情報化分野に関する
第10回中国・EU ICT対話を実施（1/2）

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7514439/content.html
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67 協力強化
（続き）

EU 中国 情報通信 欧州委員会と中国工業情報部は、情報技術、通信、
情報化分野に関する第10回中国・EU ICT対話を実施
（前頁続き）

 （参考）中国工業情報部Chen Zhaoxiong副大臣の発言
内容：

• 2018年9月の第9回中国・EU対話以降、下記の領域
で協力を強化してきたことを確認
• 5G分野における世界で統一された規格と産業エ
コシステムの確立、協議、建設、共有の開発パス
への着手

• IoT分野における技術研究開発、アプリケーション
の実証、標準化の推進

• Internet of Vehicles（IoV）分野における業界団体、
標準化団体の情報交換

• AI分野における国際的ガバナンスやその他の側
面に関する研究

• 中国は常にオープンで、差別のない、公正で透明
な情報と通信の市場環境を構築することを約束

 同席者：
• 中国欧州連合ミッション、産業情報技術省国際協力
部、情報ソフトウェアサービス部、情報通信管理局、
ネットワークセキュリティ管理局、中国信息通信研究
院の代表者

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

11月11日 http //www.miit.gov.

cn/n1146290/n114

6402/n7039597/c7

514439/content.ht

ml

要旨一覧二国間協力

欧州委員会と中国工業情報部は、情報技術、通信、情報化分野に関する
第10回中国・EU ICT対話を実施（2/2）

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7514439/content.html
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独VDE／DKEは、ISOやIEC等の国際標準化活動における中国の参画を加速させる
ため、中国事務所を設立
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68 協力強化 ドイツ 中国 分野横断 VDE、DKEは、中国を国際標準化活動に積極的に参画
させることを目的として中国事務所を開設

 背景：
• 中国政府は「Standards CHINA 2035」プログラムを
開始
• 複雑な中国の標準化システムを市場のニーズに
合わせて合理化、変革することを目的

 新事務所概要：
• VDE及びDKEは、中国をIECやISOを含む電気技術に
関する国際標準化活動に積極的に関与させ、既存の
国際標準化システムに統合することを目的

• 国際標準化システムに関するオンサイトトレーニングを
提供し、ドイツの国際標準化戦略をサポート

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik e.V.
（VDE）

11月13日 https://www.vde.co

m/de/presse/presse

mitteilungen/vde-

dke-eroeffnet-

regional-office-in-

china

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/vde-dke-eroeffnet-regional-office-in-china
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独BMWiと中国工業情報化部は、スマートマニュファクチャリング及び生産プロセスに
おける副大臣会合を開催、協力を強化
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69 協力強化 ドイツ 中国 スマート
マニュファク
チャリング

第3回スマートマニュファクチャリング及び生産プロセスに
おける中独協力に関する副大臣会合が開催
（11月12日＠ベルリン、ドイツ）

 副大臣会合概要：
• 2015年7月に設立され、両国のリーダーによる重要な
コンセンサスを実現し、中国とドイツの製造業のデジタ
ルトランスフォーメーションに関する政策コミュニケー
ションや産業交流、科学研究の協力を推進

 協議内容：
• 中独のスマートマニュファクチャリングおよび生産プロセ
スにおける協力の進捗状況をレビューし、協力事例と成
功した経験を共有し、協力のさらなる強化に関する幅広
いコンセンサスを形成

• 「中独スマートマニュファクチャリング/インダストリー4.0
機能安全白書」、「中独産業インターネット白書」、「中独
スマートマニュファクチャリング人材教育
およびトレーニング白書」を共同で発行

中国工業情報
化部

11月18日 http://www miit gov.

cn/n1146290/n1146

402/n7039597/c752

6752/content html

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html
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70
（73）

協力強化 国際 中国 経済協力 中国国家標準化管理委員会（SAC）標準イノベーション
管理部副局長が国連欧州経済委員会（UNECE）の代表
団と会談（11月22日）
 SACイノベーション管理部副局長Li Yubingが、国連欧州経済
委員会（UNECE）経済協力貿易部のマリア・チェカと会談
 会談内容：

• 署名予定の協力文書
• 一帯一路イニシアチブの枠組みの下での貿易円滑化
の推進

• 港及び地名コード（UN/LOCODE）プロジェクト
• 標準化の国際協力

 同席者：
• SAC標準イノベーション管理部、中国標準化研究院
（CNIS）、中国計量大学の代表

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

11月25日 http //www.sac.gov.

cn/xw/bzhdt/20191

1/t20191127 3439

05.htm

要旨一覧二国間協力

中SAC標準イノベーション管理部副局長がUNECEの代表団と会談

出所：公開情報に基づきDTC作成

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201911/t20191127_343905.htm
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SESECは、欧州、米国及び中国のステークホルダーを集め、中国における標準化に
関するラウンドテーブルを開催
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71 協力関係強化 欧州
(/米国)

中国 分野横断 Seconded European Standardization Expert in 

China（SESEC）のラウンドテーブルが開催（11月16日）

 国家市場監督管理総局（SAMR）の下部組織である
Accreditation and Regulation DepartmentのQIU Lei氏が、
CCCの動向について報告
• 当局は、認証プロセスや部門の最適化、認証の種類の
統一、認証機関の増加を予定

• 規制の強化や認定されていないケースの取り締まり、監督
強化も予定

 続けて、会議参加者は中国工業情報化部の規格策定員会に
関する文書草案について討議
• 参加者は、下記の2文書の草案の内容について議論

• Administrative Measures for Standardization 

Technical Committees of the Ministry of Industry 

and Information Technology

• Administrative Measures for Industry Standard 

Development of the Ministry of Industry and 

Information Technology

• 規格草案グループの規則や委員会間の責任分担、投票
方式などについて意見を交換

Seconded 

European 

Standardizatio

n Expert in 

China 

(SESEC)

11月26日 https://www sesec.e

u/sesec-roundtable-

meeting-on-china-

standardization/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.sesec.eu/sesec-roundtable-meeting-on-china-standardization/
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TSDSIとインド工科大学デリー校は、EUの支援を受け、5G等のネットワークにおける
機械学習と標準化が果たす役割に関するワークショップを開催
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72 協力関係強化 欧州 インド 情報通信 Telecommunication Standards Development 

Society, India（TSDSI）とインド工科大学デリー校
は、”India-EU Cooperation on ICT-Related 

Standardisation, Policy and Legislation”の支援を
受け、未来のネットワークにおける機械学習と標準化の
役割に関するワークショップを開催（11月29日）

 ワークショップの内容：
• 5Gを含む通信における機械学習の未来

• 機械学習を活用する業界パートナー
• 学術界、経済界における開発動向
• 機械学習のスコープに関する展望

• インドの標準化推進におけるボトルネック解消に向けた
取組み：
• 能力面でのギャップの特定とトレーニング方法
• 標準化における人材育成

Telecommunic

ation 

Standards 

Development 

Society, India 

(TSDSI)

11月29日 https://tsdsi.in/event

/tsdsi-workshop-on-

machine-learning/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://tsdsi.in/event/tsdsi-workshop-on-machine-learning/
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73
（70）

セミナー開催 国際 中国 国際貿易 中国標準化研究院（CNIS）と国連欧州経済委員会
（UNECE）は、貿易円滑化のための標準化と実務に関
する国際フォーラムを開催 （11月25日～28日）
 標準化を通じて国際貿易円滑化を促進し、中国の一帯一路イ
ニシアチブとSDGsを推進する目的で、中国標準化研究院
（CNIS）と国連欧州経済委員会（UNECE）は、貿易円滑化の
ための標準化と実務に関する国際フォーラムを開催
 開催概要：

• 主催：CNIS、UNECE

• 期間：11月25～28日
• 場所：廈門市

 フォーラムの成果：
• 中国当局が、貿易円滑化と電子ビジネスのための国
連センター（UN/CEFACT）の活動を推進する意向を
表明

• 貿易円滑化に関する用語集UNECE Glossary of 

Trade Facilitation Termsの第三版を英語、中国語、
ロシア語で発表

• フォーラムの一部として、港及び地名コード
（UN/LOCODE）の第3回年次諮問グループ会議が開
催され、2020年より洗練化されたインターネットベー
スでの管理プロセスの策定を決定

国連欧州経済
委員会
（UNECE）

12月2日 https //www.unece.

org/info/media/new

s/trade/2019/uncef

act-standards-can-

pave-the-digital-

silk-road-and-

streamline-trade-

for-the-sustainable-

development-

goals/doc.html

中国质量新闻
网

12月4日 http //www.cqn com

cn/zgzlb/content/2

019-

12/04/content 785

7963.htm

要旨一覧二国間協力

中CNISとUNECEは、標準化と貿易円滑化に関する国際フォーラムを開催

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.unece.org/info/media/news/trade/2019/uncefact-standards-can-pave-the-digital-silk-road-and-streamline-trade-for-the-sustainable-development-goals/doc.html
http://www.cqn.com.cn/zgzlb/content/2019-12/04/content_7857963.htm
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米ANSI及びAAMIは、中NMPAと医療機器分野における両国の標準化動向を協議
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74 協力関係構築 米国 中国 ヘルスケア 米国国家規格協会（ANSI）は、中国国家薬品監督管理
局（NMPA）の代表団と両国の標準化動向について協議
（11月22日）
 米国貿易開発庁（USTDA）の招待により中国国家市場監督
管理総局（SAMR）の傘下で医療機器の規格策定を担当する
NMPAが訪米し、ANSIや米国医療機器振興協会（AAMI）と協
議を行ったほか、米国の業界関係者と面会
 協議実施の背景：

• 2018年以降、中国政府は医療機器業界における規制
監督と規制政策を強化

• ANSIは、USTDAのファンディングによるU.S.-China 

Standards and Conformity Assessment Cooperation 

Programを通じ、2018年と2019年に計2度NMPAと標
準化に関するワークショップを開催

• ANSIは中国食品医薬品検定研究院（NIFDC）と標準化
に関する情報交換のためのMoUを締結

 ANSI、AAMI、NMPAの協議内容：
• 両国の規格動向や医療機器のリスクマネジメントにつ
いて対話
• 米国における医療機器の規格策定プロセスやAAMI
が事務局を務めるISO、IECの委員会活動を説明

• 分野専門家Patty-Krantz-Zuppanが、医療機器ソフ
トとリスクマネジメントに関するIEC 62304について
説明

American 

National 

Standards 

Institute (ANSI)

12月3日 https //www.ansi.org

/news publications/

news story?menuid

=7&articleid=e7eb0

69c-45da-4898-

ab51-b8196cf241e8

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=e7eb069c-45da-4898-ab51-b8196cf241e8
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二国間/多国間協力要旨一覧（63/68）

韓国電力公社（KEPCO）の代表団は、スマートメータリングに関するワークショップの
ためにドイツ電気技術委員会（DKE）とパワーグリッドの規制機関を訪問

No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

75 協力関係
構築

ドイツ 韓国 エネルギーマ
ネジメント

国営エネルギー供給事業者である韓国電力公社
（KEPCO）の代表団は、スマートメータリングに関する
ワークショップのためにドイツ電気技術委員会（DKE）と
パワーグリッドの規制機関FNNを訪問

 背景：
• KEPCOとDKEは、2018年11月未来志向の技術と科学、
標準化、および応用分野におけるより良い交流の強化
を目的にLOTを締結

• 韓国政府はKEPCOにスマートメーターシステムの構築
を委任

 ワークショップ目的：
• 両機関の発送電ネットワークの計画や運用、管理、更
にはエネルギー・デジタルトランスフォーメーション、ス
マートシティに関する協力の拡大

 ワークショップにおける検討事項：
• 欧州、国際レベルでの規制枠組
• ドイツにおけるエネルギーインフラとその開発
• システム間の通信とセキュリティ

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationstec

hnik (DKE)

12月3日 https //www.dke de/

de/news/2019/koop

erationsaktivitaeten-

dke-kepco

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.dke.de/de/news/2019/kooperationsaktivitaeten-dke-kepco
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二国間/多国間協力要旨一覧（64/68）

独DIN及びVDE/DKEは、Industry4.0及びモビリティ分野における標準化の協力
強化のため、韓KATSとMoUを締結
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

76 MoU締結 ドイツ 韓国 標準化一般 ドイツ規格協会（DIN）及びドイツ電気技術委員会（VDE / 

DKE）は、国家技術標準院（KATS）と協力強化のための
覚書に署名（2019年11月28日＠ソウル）
 第1回韓国・ドイツ標準化対話において、DIN、VDE / DKE及
びKATSは、標準化領域における関係強化のための覚書に署
名し、今後インダストリー4.0や自動運転の領域における協力
を深化させる意向
 覚書の目的：

• 標準化及び適合審査の領域における協力推進
• 標準化戦略立案のための知識やベストプラクティスの
共有と国際的な標準化の議論のための継続的な対話
プラットフォーム構築

• 標準化を通じた経済協力や貿易促進、両国の友好関
係強化のための対話促進

Deutsches 

Institut für 

Normung e.V. 

(DIN)

12月4日 https //www.din.de/d

e/din-und-seine-

partner/presse/mittei

lungen/din-vde-dke-

und-kats-staerken-

zusammenarbeit-

695856

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-vde-dke-und-kats-staerken-zusammenarbeit-695856
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二国間/多国間協力要旨一覧（65/68）

欧州CEN関係者及び中国SAC関係者らは、China-EU Joint Working Group on 

Elevator Standardsのランチミーティングを開催（1/2）

467

No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

77 会議開催 欧州 中国 電子・電子
機器（エレ
ベーター）

欧州CEN関係者及び中国SAC関係者らは、China-EU 

Joint Working Group on Elevator Standardsのラン
チミーティングを開催（2019年12月3日＠北京）

 ミーティング主催者：
• CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks

• ・国家市場監督管理総局（SAMR）特殊機器安全監督
局

• National Elevator Standardization Technical 

Committee (SAC/TC 196 )

• China Elevator Association (CEA)

 ミーティングでの討議・検討内容（3部構成）：
• 【第1部】出席者による発言概要：

• CEN/TC 10議長 Esfandiar Gharibaan氏：
EUと中国の協力に謝意を示すとともに、CEN/TC 

10がユーザーと労働者の安全に寄与することを目
的とすることを強調

• SAC/TC 196議長 LI Shoulin氏：
協力を通じた安全と信頼性のある製品、サービスへ
の期待を表明

• SAMR特殊機器安全監督局 Deputy Director 

General ZHANG Hongwei氏：
ワーキンググループが、中国の事例研究を通じた欧
州、ISO規格の改善や中国のエレベータ規格策定に
取り組むと表明

Seconded 

European 

Standardizatio

n Expert in 

China 

(SESEC)

12月6日 https //www.sesec e

u/launch-meeting-

for-the-china-eu-

joint-working-group-

on-elevator-

standards/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.sesec.eu/launch-meeting-for-the-china-eu-joint-working-group-on-elevator-standards/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

二国間/多国間協力要旨一覧（66/68）

欧州CEN関係者及び中国SAC関係者らは、China-EU Joint Working Group on 

Elevator Standardsのランチミーティングを開催（2/2）
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No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

77 会議開催
（前頁続き）

欧州 中国 電子・電子
機器（エレ
ベーター）

欧州CEN関係者及び中国SAC関係者らは、China-EU 

Joint Working Group on Elevator Standardsの
ランチミーティングを開催（2019年12月3日＠北京）
（前頁続き）

• 【第2部】 CEN/TC 10に関する議論概要：
• EU指令や整合化など欧州における立法、規格策定
の概要を説明

• Elevator Directive 2014/33/EUについて深く議論
• 各ワーキンググループにおけるプロジェクトについて
情報を提供

• 【第3部】出席者による発言概要：
• SAC/TC 196 CHEN Fengwang氏：
中国における規格策定の概要を説明

• SAMR特殊機器安全監督局 LI Zhao氏：
中国におけるエレベータの安全監督や規制システム
について説明

• 他、エレベーターの安全要素やブレーキ性能・信頼
性要求について議論

Seconded 

European 

Standardizatio

n Expert in 

China 

(SESEC)

12月6日 https //www.sesec e

u/launch-meeting-

for-the-china-eu-

joint-working-group-

on-elevator-

standards/

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.sesec.eu/launch-meeting-for-the-china-eu-joint-working-group-on-elevator-standards/
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二国間/多国間協力要旨一覧（67/68）

欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）、インド標準局
（BIS）はワークショップを開催し、貿易円滑化・国際標準化について協議

469

No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

78 ワークショップ
開催

欧州/
ドイツ

インド 通商・標準化
一般

欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会
（CENELEC）、インド標準局（BIS）はワークショップを
開催し、貿易円滑化と国際標準化について協議
（2019年11月27日＠ニューデリー）

 ワークショップ概要：
• Global Project Quality Infrastructure (GPQI)のインド
チームが、ドイツ経済エネルギー省（BMWi）、ドイツ規
格協会（DIN）、ドイツ電気技術委員会（DKE）を代表し
て、質の高いインフラに関するインド・ドイツワーキング
グループについて発表

• 国内規格の国際規格との整合化と貿易の技術的障害
の削減との関連について強調

• 業界団体の標準化への関与と国際レベルでの協働が
重要なトピックであったことを報告

 GPQI概要：
• BMWiが、標準化、適合審査、認定、製品の安全性、
市場監査におけるインド・ドイツの協力を支援

• German Agency for International Cooperation (GIZ) 
が、BMWiの委任を受けインド国内でのプロジェクトを
実施

Global Project 

Quality 

Infrastructure 

(GPQI)

12月10日 https://www.gpqi.

org/news en-

details/cen-

cenelec-and-

india-discuss-

the-role-of-

international-

standards-in-

facilitating-global-

trade-465.html

要旨一覧二国間協力

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.gpqi.org/news_en-details/cen-cenelec-and-india-discuss-the-role-of-international-standards-in-facilitating-global-trade-465.html
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二国間/多国間協力要旨一覧（68/68）

米ANSIは、中ASRIとスマートグリッド、電気自動車（EV）及びインテリジェントコネク
テッドビークル（ICV）等のモビリティ分野の標準化における協力に関するMoUを締結

470

No
協力関係
分類

地域・
国①

地域・
国②

協力分野/
テーマ

要旨
情報源

機関・団体名 発行日 URL

79協力関係
構築

米国 中国 分野横断 米国規格協会（ANSI）は、CNISを訪問し2020年の協力
における作業計画について協議（12月17日）

 協議内容：
• 4つの分野を優先協力分野として規定

• エネルギー管理
• グリーン製品の評価
• 統計的手法の適用
• 企業信用

• また、高レベルの相互訪問及びトレーニング・セミナー
等の参加についても協議

中国標準化
研究院
（CNIS）

※1

12月17日 https://www.cnis.

ac.cn/bydt/zhxw/

201912/t2019121

7 49162.html

80 MoU締結 米国 中国 モビリティ 中国自動車技術研究センターは、米国規格協会（ANSI）
と標準化に関する協力覚書を締結

 背景：
• ANSIは新興分野におけるグローバルな協力を拡大

 締結内容：
• インテリジェントコネクテッドビークル標準、新エネル
ギー車標準ロードマップ及びISO / IEC国際標準の分
野で協力し、中米の専門家向けのチャネルを確立、自
動車の規格および規制に関する情報交換を実施

中国自動車
技術研究
センター

※1

米国規格協会
（ANSI）

12月18日

1月22日

http://www catarc.ac

.cn/ac2016/content/

20191218/29900.ht

ml

https://www ansi org

/news publications/

news story?menuid

=7&articleid=6aa87

0df-0ab4-4d06-

b5e0-

2d39537a568d

要旨一覧二国間協力

※1 注：2020年1月20日時点での情報に基づき作成

出所：公開情報に基づきDTC作成

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191217_49162.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191218/29900.html
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6aa870df-0ab4-4d06-b5e0-2d39537a568d
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テーマ別動向把握・分析

欧米標準化機関によるアジア・中東への二国間協力

月次レポート詳細
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テーマ別情報一覧

4月のピックアップ

テーマ別情報詳細

474

注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ （1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント）
• 真ん中の番号は地域・国 （E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関）
• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号

例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

ファイナ
ンス

欧州 1-E1 EUの持続可能な財政行動計画：官僚主義か突破口か Citywire Selector/ European Commission (EC)

英国 1-E2 IoT-次は何か？ 英国規格協会(BSI)

米国 1-U1 ASC X9が新しいISO TC 322、サステイナブルファイナンスの米国技術諮問
グループに任命

Global Banking & Finance Review

1-U2 中国の2019年国家標準化作業計画は優先分野を強調 米国規格協会(ANSI)

1-U3 NISTが連邦暗号化テストを初めて国際規格に連携 National Institute of Standards and 

Technology(NIST)

中国 1-C1 広州でグリーンファイナンスを展開 Central Banking

ベトナム 1-A1 第42回アジア太平洋地域標準フォーラム Directorate for Standards, Metrology and Quality 

(STAMEQ)

シンガ
ポール

1-A2 破壊的技術と新しいサービスモデル：国際標準の役割 6月24日 - 6月25日 Pacific Area Standards Congress (PASC)

国際 1-O1 気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク（NGFS）：
「行動の喚起―金融リスクの原因としての気候変動」

De Nederlandsche Bank(DNB)

1-O2 Block chainの専門家グループがマドリードで活用事例を話し合い、将来の標準へ
の国際的な意見を募集

International Telecommunication Union (ITU)

1-O3 グリーンボンドと持続可能性への道 ETF TRENDS

ヘルス
ケア

欧州 2-E1 適合性評価に関するANEC-BEUCの公式なポジションを発表 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC) / European Commission (EC)

2-E2 EP、欧州アクセシビリティ法を承認 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization

(ANEC)

2-E3 ETSIがデータプライバシーの保護に関する新規規格を発行 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

2-E4 COCIRデバイス規格の調和を推進 Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS)

2-E5 105団体が信頼可能なブロックチェーン申請書に関する新規国際協会の取り組み
を発表

European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and Healthcare IT 

Industry (COCIR)
475

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集（1/10）

テーマ別情報一覧
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

ヘルス
ケア

欧州 2-E6 欧州委、AI倫理ガイドラインを発行 JETRO

2-E7 Health IT総括 - Google、IBM、AI標準に関する業界団体との連携 Questex

2-E8 oneM2Mが「今年のトップIoT標準化機関」として発表 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

2-E9 ETSI及びLinux Foundationが、業界標準及びオープンソースコラボレーションに
ついてMoU締結

European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

英国 2-E10 Intertekは、無線機器テストをカバーするために、その電磁適合性テスト機能を
拡張

Intertek Group

欧州 2-E11 世界消費者権利デー開催 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization

(ANEC)

2-E12 ANECデジタルソサイエティWGを開催 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

2-E13 ハノーバーメッセ2019：産業インテリジェンス-人間によるパワー Europe’s Technology Industries (Orgalim)

2-E14 ETSI AIサミットにおいて広い視野から検討を実施 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

ドイツ 2-E15  AI and Industry 4.0に関するVDE | DKE安全機能会議 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

2-E16 倫理的問題を検討：標準化とAIの標準化 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

欧州 2-E17 CEN-CENELECワークショップ「モンスーン - データ集約型産業プロセスの予測
管理」

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

2-E18 テュフズードは医療機器のMDR及びAIに関する情報を提供 TÜV SÜD

英国 2-E19 IoT-次は何か？ 英国規格協会(BSI)

476

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集（2/10）
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

ヘルス
ケア

米国 2-U1 中国の2019年国家標準化作業計画は優先分野を強調 米国規格協会(ANSI)

2-U2 ANSIが、ヒトフェノームに関する新しいISOの活動分野についての
コメントを募集

米国規格協会(ANSI)

2-U3 製造元を使用したスモールビジネス及び家庭用IoTデバイスの保護使用法の
説明：NCCoEはSP 1800-15の予備草案をリリース

National Institute of Standards and Technology 

(NIST)

中国 2-C1 中国標準化協会電気電子部門「家庭用レンジフードのインテリジェント評価のため
の技術仕様」グループ規格発表会議を北京で開催

中国標準化協会(CAS)

2-C2 2019年の全国ビッグデータ標準化作業会議と全国情報技術標準化技術委員会
ビッグデータ標準化ワーキンググループ第6回総会の共催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

2-C3 ハイアール家電産業 グループの先進イノベーションセンターの
チーフエンジニアYu Guoxin氏が研究院を訪問し技術交換を実施

家電及び軽工業標準技術産業研究院(SAC/TC46)

2-C4 国家AI専門家諮問グループは北京で特別報告書を検討するための検討会を開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

2-C5 全国AI標準化グループの第2回総会を開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

2-C6 インテリジェント家電システム端末機器属性記述仕様標準編集会議を開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

ベトナム 2-A1 第42回アジア太平洋地域標準フォーラム Directorate for Standards, Metrology and Quality 

(STAMEQ)

タイ 2-A2 タイにおいて国内初のAI対応クラウドプラットフォームを取得 OpenGov Asia

シンガ
ポール

2-A3 破壊的技術と新サービスモデル：国際標準の役割 6月24日 - 6月25日 Pacific Area Standards Congress (PASC)

国際 2-O1 WSIS Forum 2019 Outcome Documentの発行 International Telecommunication Union (ITU)

2-O2 標準化協力はAIとスマートシティを実現するための鍵である International Organization for Standardization 

(ISO)

International Electrotechnical Commission (IEC)

2-O3 Block chainの専門家グループがマドリードで活用事例を話し合い、将来の
標準への国際的な意見を募集

International Telecommunication Union (ITU)
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

ドイツ 3-E1 標準の定義、ソリューション実現、未来の形成 Standardization Council Industrie 4.0

3-E2 工業製造工場のデジタル変換のためのオープンエコシステム SAP

欧州 3-E3 105団体が信頼可能なブロックチェーン申請書に関する
新規国際協会の取り組みを発表

European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and Healthcare IT 

Industry (COCIR)

3-E4 欧州委、AI倫理ガイドラインを発行 JETRO

3-E5 oneM2Mが「今年のトップIoT標準化機関」として発表 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

3-E6 ETSI及びLinux Foundationが、業界標準及びオープンソースコラボレーションに
ついてMoU締結

European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

英国 2-E7 Intertekは、無線機器テストをカバーするために、その電磁適合性テスト機能を
拡張

Intertek Group

欧州 3-E8 ハノーバーメッセ2019：産業インテリジェンス-人間によるパワー Europe’s Technology Industries (Orgalim)

3-E9 ANECデジタルソサイエティWGを開催 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

3-E10 CEN-CENELECワークショップ
「モンスーン - データ集約型産業プロセスの予測管理」

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

3-E11 ETSI AIサミットにおいて広い視野から検討を実施 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

ドイツ 3-E12 AI and Industry 4.0に関するVDE | DKE安全機能会議 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

3-E13 倫理的問題を検討：標準化とAIの標準化 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

欧州 3-E14 製造業におけるAIに関するワークショップ European Commission (EC)

英国 3-E15 IoT-次は何か？ 英国規格協会(BSI)
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

米国 3-U1 2019年のIoT：シングルペアイーサネット、将来のIIoTのための容易な解決策 SENSORS Online

3-U2 中国の2019年国家標準化作業計画は優先分野を強調 米国規格協会(ANSI)

3-U3 製造元を使用したスモールビジネス及び家庭用IoTデバイスの保護使用法の
説明：NCCoEはSP 1800-15の予備草案をリリース

National Institute of Standards and Technology 

(NIST)

3-U4 NISTが連邦暗号化テストを初めて国際規格に連携 National Institute of Standards and Technology 

(NIST)

中国 3-C1 国際電気通信連合は正式に統合のための最初の国際規格を発表 中国机械工业联合会

3-C2 2019年の全国ビッグデータ標準化作業会議と全国情報技術標準化技術委員会
ビッグデータ標準化ワーキンググループ第6回総会の共催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

3-C3 ハイアール家電産業 グループの先進イノベーションセンターの
チーフエンジニアYu Guoxin氏が研究院を 訪問し技術交換を実施

家電及び軽工業標準技術産業研究院(SAC/TC46)

3-C4 国家AI専門家諮問グループは北京で特別報告書を検討するための
検討会を開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

3-C5 全国AI標準化グループの第2回総会を開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

シンガ
ポール

3-A1 ハノーバーメッセで事業提携を強化 Singapore Government: Enterprise Singapore

ベトナム 3-A2 QUACERTと韓国総合実験院(KTR)との2019年アクションプラン調印式 Directorate for Standards, Metrology and Quality 

(STAMEQ)

ベトナム 3-A3 ベトナム - チェコ共和国：品質測定基準の分野における協力の強化 Directorate for Standards, Metrology and Quality 

(STAMEQ)

タイ 3-A4 ARIPOLIS  - オートメーション、ロボット工学、
及びインテリジェントエレクトロニクスのためのイノベーションプラットフォーム

Eastern Economic Corridor of Innovation

タイ 3-A5 タイにおいて国内初のAI対応クラウドプラットフォームを取得 OpenGov Asia
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

ベトナム 3-A6 ( 第42回アジア太平洋地域標準フォーラム Directorate for Standards, Metrology and Quality 

(STAMEQ)

シンガ
ポール

3-A7 ( 破壊的技術と新サービスモデル： 国際標準の役割 6月24日 - 6月25日 Pacific Area Standards Congress (PASC)

国際 3-O1 ULパネルはULのサイバーセキュリティ規格に対する
ISAの不服申し立てを支持

The International Society of Automation

（ISA）

3-O2 インテリジェント接続車両用のワンストップソリューションを提供するために、
アライアンスラボとSGS は合弁事業を設立

SGS

3-O3 WSIS Forum 2019 Outcome Documentの発行 International Telecommunication Union

(ITU)

3-O4 標準化協力はAIとスマートシティを実現するための鍵である International Organization for Standardization 

(ISO)

International Electrotechnical Commission (IEC)

3-O5 Block chainの専門家グループがマドリードで活用事例を話し合い、
将来の標準への国際的な意見を募集

International Telecommunication Union (ITU)

モビリ
ティ

欧州 4-E1 ETSIがEMC自動車の無線機器及びサービスに関する新規規格を発表 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

4-E2 ( 適合性評価に関するANEC-BEUCの公式なポジションを発表 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC) / European Commission (EC)

4-E3 電動自転車に関するDINの研究 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

4-E4 新CEN規格：CENは電気自動車用電源のラベルにEN 17186：2019を採用 European Committee for Standardization (CEN)

4-E5 ( 欧州委、AI倫理ガイドラインを発表 JETRO

4-E6 自動運転車両のEU承認における免除手続きに関するガイドライン European Commission: Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs. Standardization 

mandates
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モビリ
ティ

欧州 4-E7 欧州委員会は車両安全機能に関する欧州議会の投票を歓迎 European Commission: Internal Market, Industry, 

Entrepreneurship and SMEs. Standardization 

mandates

4-E8 oneM2Mが「今年のトップIoT標準化機関」として発表 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

ドイツ 4-E9 AI and Industry 4.0に関するVDE | DKE安全機能会議 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

4-E10 倫理的問題を検討：標準化とAIの標準化 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

英国 4-E11 IoT-次は何か？ 英国規格協会(BSI)

米国 4-U1  ( ) 中国の2019年国家標準化作業計画は優先分野を強調 米国規格協会(ANSI)

4-U2 NEMAが車両からインフラストラクチャまでの通信に関する規格を策定 National Electrical Manufacturers Association 

(NEMA)

4-U3 ANSI無人航空機システム標準化共同研究会へのスポンサーシップの紹介 米国規格協会(ANSI)

4-U4 WingのUAS配送サービスはFAA認証を受ける Society of Automotive Engineers (SAE) 

International

中国 4-C1 SACが第1推奨国家標準計画を発表 National Technical Committee of Auto 

Standardization (TNCAS)

4-C2 コネクテッド＆シェアードモビリティが国際的なテスト基準を取得 Fleet Europe

4-C3 CATARCとHuaweiがMoU締結 中国自動車技術研究センター(CATARC)

ベトナム 4-A1 FPT、ヤマハ発動機、エコパークが共同で自動運転車を開発 Auto Channel

4-A2 FPT、本年10月に自動運転車向けの呼びかけアプリを発表 FPT Software

シンガ
ポール

4-A3 シンガポールにおける自動運転車の開発と配備を支援するための規格 TÜV SÜD

タイ 4-A4 ARIPOLIS  - オートメーション、ロボット工学、及び
インテリジェントエレクトロニクスのためのイノベーションプラットフォーム

Eastern Economic Corridor of Innovation

4-A5 タイがASEAN地域で最大のリチウムイオン電池テストセンターの拠点に TÜV SÜD

シンガ
ポール

4-A5 「包括的な都市開発のためのスマートシティの再定義 - シティイノベーション」 NIKKEI ASIAN REVIEW
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モビリ
ティ

国際 4-O1 TÜVSÜDはIAMTSのチャーター会員に TÜV SÜD

4-O2 ) インテリジェント接続車両用のワンストップソリューションを提供するために、
アライアンスラボとSGS は合弁事業を設立

SGS

資源
循環

欧州 5-E1 循環型経済ステークホルダー会議 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

フランス 5-E2 2019年4月3日エコデザイン：AFNOR認定とエコデザインポールが
新しい評価モデルを発表

フランス規格協会(AFNOR)

ドイツ 5-E3 VDE / DKEとVDE / FNNは将来のヨーロッパの電力網をさらに発展させる Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

欧州 5-E4 高/低ILUCリスクバイオ燃料に関する欧州委員会草案代行法に関する
ECOSのコメント

ECOS Standard

5-E5 循環経済における規格 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

英国 5-E6 IoT-次は何か？ 英国規格協会(BSI)

米国 5-U1 中国の2019年国家標準化作業計画は優先分野を強調 米国規格協会(ANSI)

5-U2 Intertekは第14回国際食品包装規制に関する国際シンポジウムを主催 Intertek Group

中国 5-C1 有害廃棄物処理、処分及び資源利用に関する国家標準化ワーキング
グループが正式に設立

中国標準化研究院(CNIS)

シンガ
ポール

5-A1 報告の準備完了：シンガポールの企業はどのように新たな包装に係る
マンデートの準備をしているか

Eco-Business

ベトナム 5-A2 中古機械、設備、技術ラインの輸入において何に注意を払うべきか VINACONTROL Group Corporation
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エネル
ギー

マネジメ
ント

ドイツ 6-E1 自動化されたネットワーク Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

英国 6-E2 エネルギー技術基準リスト(ETCL)と要求値 Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

欧州 6-E3 105団体が信頼可能なブロックチェーン申請書に関する
新規国際協会の取り組みを発表

European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and Healthcare IT 

Industry (COCIR)

ドイツ 6-E4 VDE / DKEとVDE / FNNは将来のヨーロッパの電力網をさらに発展させる Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

欧州/

スペイン
6-E5 テュフズードはESTEYCOに認証を付与 TÜV SÜD

英国 6-E6 インターテックの専門家が業界で認められた腐食管理ガイドラインに貢献 Intertek Group

欧州 6-E7 Battery 2030+大規模研究イニシアチブの進展 European Commission (EC)

6-E8 ANECデジタルソサイエティWGを開催 European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

6-E9 ETSI AIサミットにおいて広い視野から検討を実施 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

6-E10 oneM2Mが「今年のトップIoT標準化機関」として発表 European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI)

ドイツ 6-E11 AI and Industry 4.0に関するVDE | DKE安全機能会議 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

英国 6-E12 IoT-次は何か？ 英国規格協会(BSI)

ドイツ 6-E13 倫理的問題を検討：標準化とAIの標準化 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

米国 6-U1 新規格は電気エネルギー貯蔵システムの性能要件を定義 Green Car Congress

6-U2  中国の2019年国家標準化作業計画は優先分野を強調 米国規格協会(ANSI)

6-U3 5月6〜9日にヒューストンで開催されるOffshore Technology Conferenceにて
DeepView 3Dを統合された革新的なサービスとして発表

Intertek Group
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エネル
ギー

マネジメ
ント

中国 6-C1 国家標準化委員会はGB 31241のための改訂計画を発表 中国電子技術標準化研究院(CESI)

6-C2 2019年グリーンコンピューティング標準と産業サミットの引き受け 中国電子技術標準化研究院(CESI)

6-C3 国家AI専門家諮問グループは北京で特別報告書を検討するための検討会を開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

6-C4 全国AI標準化グループの第2回総会を開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

ベトナム 6-A1 ベトナムは再生可能な製品の実現可能性検討の機会を受け入れ Vietnam News

6-A2 第42回アジア太平洋地域標準フォーラム Directorate for Standards, Metrology and Quality 

(STAMEQ)

タイ 6-A3 タイがASEAN地域で最大のリチウムイオン電池テストセンターの拠点に TÜV SÜD

6-A4 SGSはチョンブリの起業家を対象とするセミナー「Be Sustainable Energy 

Management System  with ISO 5001:2018」を構築

S.G.S. (Thailand) Limited

シンガ
ポール

6-A5 破壊的技術と新サービスモデル：国際標準の役割 6月24日 - 6月25日 Pacific Area Standards Congress (PASC)

国際 6-O1 ) WSIS Forum 2019 Outcome Documentの発行 International Telecommunication Union (ITU)
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集（10/10）
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再掲

再掲
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ （1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント）
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例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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EUによるグリーンボンドに係る標準策定動向 （参照番号：1-E1）

EUでは、TEG (Technical Expert Group)がEU GBS (Green Bond Standard)策定に向け
中間報告へのフィードバックを募集。意見を踏まえ本年6月に最終提案を発表予定

EUにおけるグリーンボンド標準化に向けた歩み

EU

政策動向

域内規格
策定動向

欧州委員会（EC）は、国際的目標※1とアラインしたEU

ファイナンス戦略策定のため、「Action Plan: 

Financing Sustainable Growth」を採択（2018年3月）

 持続的で包括的な成長達成のための資本フローの方向

転換、気候変動等から生じる金融リスクの管理、金融・経済
活動における透明性促進、の3つを主目的として提示

G
re

e
n

B
o

n
d

S
ta

n
d

a
rd

の
策
定

（参考）Interim Report及びフィードバック結果（速報）

ECがTechnical Expert Group on 

Sustainable Finance (TEG)を設置（2018年7月）

 TEGは環境面で持続可能な経済活動決定のための
分類手法やEUグリーンボンド基準の策定を支援

主
導
機
関

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

ステークホルダへのコンサルテーション実施
（2018年10月～2019年1月）
 グリーンボンド発行者や投資家、関連分野専門家

へのコンサルテーションを実施

フィードバックを踏まえたECへの最終提案の
提示（～2019年6月迄、*延長の場合2019年末予定）
 ECへフィードバックを踏まえた最終提案を提示予定

中間報告（Interim Report）へのフィードバック受付
（2019年3月～4月）

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-E1

TEGによるEUグリーンボンド発行に際しての
基準となるGreen Bond Standard（GBS）の
検討開始（2018年7月～）※2

 個人専門家、アカデミア、企業、金融セクター、国際
公共機関等が公式会議やサブグループ会議に参画

※1 国際的目標には、パリ協定やUN持続可能な開発のための2030アジェンダを含む
※2 EU GBSは、国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則（GBP）等の業界基準を参照し、ベストプラクティスをまとめた任意基準として検討が進められており、「EUグリーンボンド」発行者は遵守の必要あり

多様なステークホルダよりフィード
バックを受領（2019年4月7日締切）

 2か国より104件のフィードバック、
600以上のオープンコメントを受領

 80%以上の回答者が自主的なEU

Green Bond Standardを策定
することを支持

1．はじめに
2．EU Green Bond Standard（GBS）の理論的
根拠と基礎

3．EU GBSとその実施の提案
4．EU GBSの外部検証者（Verifier）の認定制度
5．EUグリーン債券市場を支援する潜在的インセ
ンティブ

6．グリーンローン市場とEU GBSの相乗効果
附属書1 EU GBSのドラフトモデル
附属書2 任意の認定スキーム
附属書3 TEG WGメンバー

39.0%

15.0%

18.0%

28.0%

回答者の内訳

Others (NGOs, etc)

Issuers Verifiers

Investors

（大半の支持により内容の大幅変更は見込まれ
ないが、）今後の報告書（6月発行予定）、GBS

の記述内容につき継続して注視すべき

Green Bonds に係る国際規格（ISO 14030）を
考慮しており、概ねアラインした内容となる想定

Interim Report構成（抜粋）
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向 （参照番号：2-E2）

製品及びサービスのアクセスビリティ要件の域内ハーモナイゼーションを図る
「European Accessibility Act」が欧州議会において承認された

489

 第7章（第16条～第18条）において、対象製品に対し、CEマーキングを行うことを規定
 第16条において、EU適合宣言書（EU Declaration of Conformity）により対象製品に適用されるアクセシビリティ要件が満たされていることを
表明しなくてはならない旨規定

 第18条において、対象製品の上市に際しては、製品又はそのデータプレート（不可能な場合は包装及び添付書類）に判読可能な形でCEマークが
貼り付けられなければならない旨規定
※官報による具体な対象規格の規定等は未だないが、Mandate（M/376, M/473 and M/420等）により関連規格やガイダンス策定を推進・検討中

例：CEN/CLC Guide 6:2014 “Guide for addressing accessibility in standards”

EN 301 549 “Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe” 等

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
雇用・社会問題・インクルージョン総局（Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion）

 国により異なる基準導入に起因する対象製品・サービスの自由な流通に対する障壁を排除・防止するため、特定の製品及びサー
ビスのアクセシビリティ要件に関し加盟国の法律・規制・行政規定を統一し、域内市場の適正に貢献
 国連障害者の権利条約（Convention on the Rights of Persons with Disabilities）に準拠した内容を規定

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ヘルスケア 参照番号：2-E2

ル
ー
ル

名

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, 
regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for 
products and services （COM/2015/0615 final/2 - 2015/0278 (COD)）
 通称「The European Accessibility Act (EAA)」

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当DirectiveによりCEマークの対象となる規格については、引き続きMandateに基づく規格策定の動向等に注視が必要であるが、
その多くは国際規格や米国規制等を考慮したものとなる見込み

ス
コ
ー
プ

 幅広い視聴覚メディアやデジタル関連製品・サービスを対象とする※1 （下記参照）
 コンピューター及びオペレーティングシステム、ATM・発券及びチェックイン機、電話・スマートフォン、デジタルテレビサービスに関連するテレビ機
器、テレフォニーサービス及び関連機器、テレビ放送や関連消費者向け機器等の視聴覚メディアサービス、航空・バス・鉄道・水上旅客輸送関連
サービス、銀行サービス、eブック、電子商取引

※1：基本的に上記に記載の製品・サービスが対象となる。但し、「本指令のスコープとなる製品・サービスは、EU医療機器指令（MDD）（93/42/EEC）の範囲内に自動的には含まれないが、医療機器の一部支援技
術はMDDのスコープに入る可能性がある」（前文（51））との記述あり

今月のピックアップ
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中国による製造業・IoT分野における標準化動向 （参照番号：3-C1）

中国は「中国製造2025」や「インターネット＋」等のIoT関連戦略の下、ITU-Tにおいて
国家規格（GB/T規格）をベースとした国際規格化を進めている

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

IoTを中核技術の1つに据えた国家戦略構想を発表

 「中国製造2025」、「インターネット＋」を発表（2015年）

 工業情報化部は、当該戦略に基づく指南や行動計画を発表
（2015年～2016年）

工業情報化部が「中国製造2025」における
スマート製造の標準化を主導

主
導
機
関

策
定
規
格
（抜
粋
）

工業情報化部（通信）はスマート製造に関する
標準化指南「国家知能製造標準体系建設指
南」を発表（2016年1月）、関連分野の標準化
を推進

（以下、例）

 GB / T 23000-2017 ：「情報化と工業化の統合
管理システムの基盤と用語」

 GB / T 23001-2017 ：「情報化と工業化の統合
管理システム要件」 等

①当該標準の内容がIoT関連の標準化を進める他組織（ISO/IEC JTC1 WG10等）の議論に影響を与える可能性、
②当該標準が途上国において積極活用される可能性（他組織に比べITU-T SG20ではアジア・中東・南米・アフリカなどの

新興国・途上国メンバーによる構成が高いため）、が示唆される

国際標準化との関係性

ITU-Tにおいて、IoT及びSC&C（Smart Cities

&Communities）を研究対象とするSG20を設置
 それまで複数のStudy Groupにて個別に進められていたIoT

に係る標準化作業を集約

中国は自国開催のITU-T SG20 Meeting

において、GB/T規格に基づく情報化・工業化の統合
規格の承認を獲得

 中国無錫市にて開催されたITU-T SG20

会合にて、中国推奨規格であるGB / T 

23000-2017及びGB/T 23001-2017に
基づく規格「Methodology for building 

digital capabilities during enterprises’ 

digital transformationを承認（昨年12月）、
正式に発表（本年4月）

 英国、米国、日本、スペイン、
エジプト、マレーシアなど
他の参加国の関連組織・
代表者は、当規格について
承認、規格の開発支援を表明

出所：中国工業情報化部、ITU-T HPなど公開情報に基づきDTC作成

承認された規格
（Methodology）（上）

国際
標準化
動向

国際規格
策定との
関係性

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-C1

反映

今月のピックアップ
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スマートマニュファクチャリング分野における米国及び国際標準化動向 （参照番号：3-O1）

ULは、ULネットワーク用ソフトウェアサイバーセキュリティの規格案について、既存規格
との重複を理由としたISAの申し立てを承認した

国内標準化動向

国内関連
市場動向

規格策定
動向

IoTの普及に伴い、サイバー攻撃が高度化・複雑化

 サイバー攻撃のうち約64%がWebカメラやルーター等のIoT

機器を狙った攻撃（NICT 2016年調べ）であり、IoT製品・
システムに係るセキュリティ規格の策定が必要に

ISAの申し立てにより、UL2900-2-2が国家規格（ANSI）として承認されない場合、IECを通じた国際規格としての地位確立は困難。今後は
当分野におけるISA/IEC62443シリーズの一層の普及・認知、或いはUL2900-2-2のISA/IEC補完規格としての再検討シナリオが想定される

【参考】国内及び国際標準化動向

ISA99標準委員会（Industrial Automation and Control 

Systems Security）が産業オートメーション・制御システ
ムセキュリティに係る規格を主導

 900人以上の会員を擁し、世界中のサイバーセキュリティ
専門家の意見を集約

国際
標準化
動向

国際規格
策定との
関係性

ISA99標準委員会が主導し、IEC/TC65との並行レ
ビュー・採択により、制御システムセキュリティの
全レイヤー/プレイヤーをカバーした規格（ISA/IEC 

62443シリーズ）を策定

（以下、標準化のレイヤー及び発行規格の例）

 ISA/IEC 62443-1シリーズ 一般（共通用語・マトリックス等）

 ISA/IEC 62443-2シリーズ セキュリティプログラム

 ISA/IEC 62443-3シリーズ
構築事業者向け技術・システム

 ISA/IEC 62443-4

シリーズ
コンポーネント・
デバイス

出所：UL、ISA,IEC HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-O1

ULが「ネットにつながる製品・システム」を
対象とした業界のセキュリティ規格を検討

策
定

機
関

策
定
規
格
（
抜
粋
）

規
格
普
及

企業向けにUL2900シリーズに基づくUL CAP 

(UL Cybersecurity Assurance Program)を提供

 UL2900-2-2についても企業へ認証を発行

米連邦政府からの要請を受け、UL2900

シリーズ規格として策定を推進

（以下、主要規格抜粋）

 UL 2900-1 一般要求事項：ネットワーク接続製品
SW（発行済）

 UL2900-2シリーズ 産業別要求事項（発行済）：

• UL2900-2-1 ヘルスケアシステム

• UL2900-2-2 産業用制御システム

• UL2900-2-3 ｾｷｭﾘﾃｨ･ﾗｲﾌｾｰﾌﾃｨｼｸﾞﾅﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

 UL2900-3シリーズ プロセス要求事項（策定中）

ISAは、ULが規格の
重複特定のプロセスを
怠ったとして申し立て

（参考）NEMAも関連部分
におけるISA/IEC規格の
採用を促す書簡を発行
（2017年）

今月のピックアップ
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欧州CENにおける電気自動車関連ラベリング規格の策定動向 （参照番号：4-E4）

CENでは、欧州の代替燃料の展開に係る指令（Directive 2014/94/EU）の実効性担保の
ため、EV Power Supplyの表示に係る規格を策定

494

 当指令の第7条「ユーザー情報」にて、燃料を定期的に補給
する電気自動車のユーザーは、関連性のある、一貫し、明
確な情報を入手できるようにしなくてはならないことを規定

 また情報提供に際しては、燃料の技術仕様を定める
European Standardization Organizations (ESOs)の
規格に基づく表示が適用されることとし、当規格に図表記が
含まれる場合は、それが分かるように提示されることを規定

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定
内
容

 CEN/TC 301 “Road Vehicles” 下のCEN/TC 

301/WG14 ”Electricity Fuel Labelling“
 Technical Secretariat: AFNOR

 欧州委員会（EC）

 電気自動車用の電力燃料・電力供給を示すためのEU共通
のラベリング規格を規定
 充電スタンド、ケーブルアセンブリ、車両間の互換性を担保し、
ドライバーが認識しやすいよう情報を簡素化、EU共通の情報
発信を図る

 EUにおいて代替燃料の展開に向けた共通フレームワーク
を確立すべく、電気自動車や天然ガスの充電などを含む
インフラ関連の基準を規定
 EU全域での共通プラグの使用の強制化や充電ポイント設置に係
る目標値を設定

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）間

の
関
係
性

Directive 
により規格
の適用を規定

EN規格
の策定

（2021年全面
適用予定）

 EN 17186にて、電気自動車の電源（Power Supply）に
係る共通の識別子（ラベリング）について規定
 新しいレベルのイメージ

（新しいラベルの適用：2021年2月見込み）

モビリティ 参照番号：4-E4

関
連
ル
ー
ル

 電気燃料に係るラベリング規格「EN 17186:2019 

‘Identification of vehicles and infrastructures 

compatibility - Graphical expression for consumer 

information on EV power supply」
（2019年9月発行予定）

 代替燃料の展開に係る指令「Directive 2014/94/EU on 

the deployment of alternative fuels infrastructure」
（2014年施行）

出所：CEN HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ
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TC TC名 (WG) Reference# 規格名（2017年以降発行・策定の規格を抜粋） ステータス

CEN/

TC301

Road

Vehicles

― EN ISO 15118-

4:2019

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance 

test

Published

EN ISO 15118-

5:2019

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance 

test 

EN ISO 15118-

8:2019

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements 

for wireless communication

EN ISO 16380:2018 Road vehicles - Blended fuels refuelling connector

EN ISO 18246:2017 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external 

electric power supply 

EN ISO 17409:2017 Electrically propelled road vehicles - Connection to an external electric power supply - Safety requirements

EN ISO 18243:2019 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Test specifications and safety requirements for lithium-ion battery 

systems 

WG6 EN ISO 18541-

5:2018

Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 5: Heavy duty 

specific provision 

― EN ISO 18541-

6:2018

Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 6: L-Category 

vehicle specific RMI use cases and requirements

WG14 EN 17186:2019 Identification of vehicles and infrastructures compatibility - Graphical expression for consumer 

information on EV power supply

― FprEN ISO 15118-1 Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition Approved

WG11 FprEN 17003 Road vehicles - Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW - Safety requirements Under

ApprovalprEN 17347 Road vehicles - Machines for mounting and demounting vehicle tyres - Safety requirements

WG7 prEN 16662-1 Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles - Part 1 : General 

safety and performance requirements

― prEN ISO 17409 Electrically propelled road vehicles - Conductive power transfer - Safety requirements Under 

Enquiry

prEN ISO 15118-20 

rev

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 20: 2nd generation network and application protocol 

requirements

Under 

Drafting

prEN ISO 18246 rev Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external 

electric power supply

prEN ISO 19363 Electrically propelled vehicles - Magnetic field wireless power transfer - Safety and interoperability requirements

WG6 prEN ISO 18541-1

(-4) rev

Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI)
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CEN/TC301における直近の関連規格策定（2018年～予定：抜粋）

（参考）CENでは、代替燃料の展開に係る指令（Directive 2014/94/EU）を受け、近年
CEN/TC301にて関連国際規格との並行承認や地域規格化を進めている

・・・うちDirective 2014/94/EU

と関連のある規格

Directive 2014/94/EUに関連する規格標準化・発行の件数が近年多かったが、今後当TCで予定される規格標準化の件数は限定的。
また、今後の表示に係る追加規格の策定（TC301/WG14での標準化）も現地点では特に予定されていない模様

モビリティ

出所：CEN/TC301 HP上の情報に基づきDTC作成

参照番号：4-E4今月のピックアップ
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米国によるドローン分野における標準化動向 （参照番号：4-U3）

UASSCはドローン分野の標準化活動の推進、2020年のロードマップ更新を目指して
おり、ANSIがスポンサーシップ提供を発表している

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

米国運輸省は、ドローンの社会的・経済的メリットを
重視し、規制を最小限化することで活用を促進

 ドローン配送の事業認可の運用を緩和（2018年）
 飛行免許の電子認可手続を導入（2018年）
 ドローン管制システム構築のための予算を計上（2019年度）

標
準
化
検
討
の
内
容

今後米国UASSCの総会（2019年下期）での討議内容や更新版ロードマップ（Ver2.0）（2020年上期）の内容がISO規格策定の
議論に影響することも考えられるため、UASSC及びISOでの動向を並行して把握していくことが必要

【参考】国際標準化動向

ISOにおいて米国主導でドローン関連のSC

（ISO/TC20/SC16）を設置（2014年）

 米国（ANSI）主導で、ISO/TC20（Aircraft and space 

vehicles）下にSC16 （Unmanned aircraft system）を設置
 ANSIが当該SC16の幹事を担当

国際
標準化
動向

国際規格
策定との
関係性

ISO/TC20/SC16において規格策定作業が進行中

（以下、標準化の例。発行済み規格はなし）

 ISO/DIS 21384-1 General specification

 ISO/CD 21384-2 Product systems

 ISO/DIS 21384-3 Operational procedures

 ISO/DIS 21895 Categorization and classification of civil 

unmanned aircraft systems

 ISO/AWI TR 23629-1 UAS Traffic Management (UTM) --

Part 1: General requirements for UTM -- Survey results 

on UTM

 ISO/AWI 23665 Unmanned aircraft systems -- Training 

for personnel involved in UAS operations 等

米国国家規格協会（ANSI）が検討のための
横断的WG（UASSC※1）を設置（2017年）
 UASSCには、規制当局、標準化団体、Amazon、

Intelを始めとする幅広いドローン開発企業が参画

主
導
機
関

※1 UASSC：Unmanned Aircraft Systems Standardization Collaborativeの略 出所：公開情報に基づきDTC作成

UASSCが標準化ロードマップ（Ver1.0）発行
（2018年12月）
 ドローン分野において標準化が必要な分野・事項

を優先度とともに提示

キックオフ総会にてロードマップ見直しを開始
（2019年9月12日@ワシントンDC 予定）

標準化ロードマップ（Ver2.0）発行
（2020年6月末 予定）

ANSIがスポンサーシップ提供を発表
（2019年4月）
 スポンサーシップがロードマップの更新の一環とし

て求められており、ANSIとして2019年7月～
2020年6月の1年間のスポンサーシップを発表

規格の存在しない
60の特定された

ギャップの進展や
見落とされている
可能性のあるトピッ
クについて討議

モビリティ 参照番号：4-U3今月のピックアップ
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規格（仕様）
を規定

ドイツVDEにおけるネットワークコードに係る規格の策定動向 （参照番号：5-E3）

ドイツVDEでは、発電機の系統連系要件に係るネットワークコード制定に係るEU規則
（2016/631/EU）及び関連EN規格に即した、独自の規格要件を検討

498

 当規則の第7条「規制面」において、本規
則の適用に際し、加盟国・当局・システム
運用者は、合意された欧州規格及び技術
仕様を考慮に入れることを規定

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定
内
容

 CLC/TC 8X “System Aspects of

Electrical Energy Supply“
 Secretariat: Italy

 欧州委員会（EC）

 全ての電圧レベルでの発電機に係る
ネットワークコード要件を規定
 柔軟な実装を可能とする旨規定し、国
内要件定義のためのテクニカルレファ
レンスとしての役割を担う

 EU域内における相互連携したシステム構
築のため、発電機・発煙施設の系統連系
要件を規定するネットワークコードを規定

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

Directiveにより規格
の考慮を規定

国内要件を
踏まえ補完

 現在の技術市場のニーズも踏まえた、
EN共通の発電機のネットワークコード
要件・基準を規定

資源循環 参照番号：5-E3

関
連
ル
ー
ル

 EN 50549シリーズ
「Requirements for generating 
plants to be connected in 
parallel with distribution 
networks」
（2019年改訂※）

 発電機の系統連系要件に係るネットワー
クコードを制定する規則「Commission 
Regulation (EU) 2016/631
establishing a network code on 
requirements for grid connection of 
generators」（2016年施行）

 DKE / K 261「電気エネルギー供給シス
テム側面」下のWG「DKE/ AK 261.

0.1「VDE-AR-N 4105テスト原則」

 本アプリケーションガイドにて、発電
及び蓄電装置をネットワーク事業者
の低電圧ネットワークに接続するた
めの技術的要件を取り纏め
 ネットワーク事業者及び設置業者の
両方に計画と意思決定のための手引き
として提供

 EN50549シリーズ規格の相互関係を
説明し、かつドイツの国としての特性
の考慮、条件の詳細記述することで、
EN50549シリーズの規格を補完

 VDE-AR-N 4105“ “Generators 
connected to the low-voltage 
distribution network: Technical 
requirements for the connection 
to and parallel operation with 
low-voltage distribution 
networks” (2018年11月発行)

ドイツ EU

※2015年にTSとして発行、2019年にENとして改訂・発行

欧州共通要件
として参照

出所：VDE HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当規格がEN規格改訂の際に参照される可能性や他国の
関連規格に活用される可能性も鑑み今後の動向を注視

今月のピックアップ
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ドイツVDEにおけるネットワークコードに係る規格の策定動向 （参照番号：6-E4）

ドイツVDEでは、発電機の系統連系要件に係るネットワークコード制定に係るEU規則
（2016/631/EU）及び関連EN規格に即した、独自の規格要件を検討

500

 当規則の第7条「規制面」において、本規
則の適用に際し、加盟国・当局・システム
運用者は、合意された欧州規格及び技術
仕様を考慮に入れることを規定

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定
内
容

 CLC/TC 8X “System Aspects of

Electrical Energy Supply“
 Secretariat: Italy

 欧州委員会（EC）

 全ての電圧レベルでの発電機に係る
ネットワークコード要件を規定
 柔軟な実装を可能とする旨規定し、国
内要件定義のためのテクニカルレファ
レンスとしての役割を担う

 EU域内における相互連携したシステム構
築のため、発電機・発煙施設の系統連系
要件を規定するネットワークコードを規定

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

 現在の技術市場のニーズも踏まえた、
EN共通の発電機のネットワークコード
要件・基準を規定

エネルギーマネジメント 参照番号：6-E4

関
連
ル
ー
ル

 EN 50549シリーズ
「Requirements for generating 
plants to be connected in 
parallel with distribution 
networks」
（2019年改訂※）

 発電機の系統連系要件に係るネットワー
クコードを制定する規則「Commission 
Regulation (EU) 2016/631
establishing a network code on 
requirements for grid connection of 
generators」（2016年施行）

 DKE / K 261「電気エネルギー供給シス
テム側面」下のWG「DKE/ AK 261.

0.1「VDE-AR-N 4105テスト原則」

 本アプリケーションガイドにて、発電
及び蓄電装置をネットワーク事業者
の低電圧ネットワークに接続するた
めの技術的要件を取り纏め
 ネットワーク事業者及び設置業者の
両方に計画と意思決定のための手引き
として提供

 EN50549シリーズ規格の相互関係を
説明し、かつドイツの国としての特性
の考慮、条件の詳細記述することで、
EN50549シリーズの規格を補完

 VDE-AR-N 4105“ “Generators 
connected to the low-voltage 
distribution network: Technical 
requirements for the connection 
to and parallel operation with 
low-voltage distribution 
networks” (2018年11月発行)

ドイツ EU

※2015年にTSとして発行、2019年にENとして改訂・発行出所：VDE HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当規格がEN規格改訂の際に参照される可能性や他国の
関連規格に活用される可能性も鑑み今後の動向を注視

再掲

規格（仕様）
を規定

Directiveにより規格
の考慮を規定

国内要件を
踏まえ補完

欧州共通要件
として参照

今月のピックアップ
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ （1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント）
• 真ん中の番号は地域・国 （E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関）
• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号

例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 EUの持続

可能な財政
行動計画：
官僚主義か
突破口か

4月11日 欧州委員会がサステイナブルファイナンスに関する10項目の行動計画を
策定し1年が経過。グリーンボンドに関する議論が活発化

 サステイナブルファイナンスに関するTEG(技術専門家グループ)が結成され、
EUのグリーンボンド基準を含む4立法案を策定
 立法案：

• 経済活動が環境的に持続可能かを判断するためのEU分類システム
• EUのグリーンボンド基準
• 低炭素投資戦略のベンチマーク
• 気候関連の企業開示を改善するためのガイダンス情報

 TEG概要：
• 民間機関、学術機関、ビジネス機関の35メンバーが参加
• 2019年6月まで運営予定だが、年末まで延長する可能性有

 EUのグリーンボンド基準の策定にあたり、CD ISO 14030-Green Bondsが参
考文献となり認証手順や認定基準に関するレビューを実施

Citywire

Selector

European

Commission

(EC)

https://citywir

eselector.com

/news/eus-

sustainable-

finance-

action-plan-

bureaucracy-

or-

breakthrough/

a1219964  

https://ec.euro

pa.eu/info/pub

lications/1903

06-

sustainable-

finance-

interim-teg-

report-green-

bond-

standard en

英国 1-E2 IoT-次は何
か？

4月17日 BSIは“The Digital World: IoT” の開催を発表
(9月20日@ロンドン予定)

 会議内容：
• IoTで次に何が起きるのかを探り、業界や政府のリーダーが最新情
報を共有

 討議内容(予定)：
• エッジコンピューティング
• AIとブロックチェーン
• 農業
• スマートシティ
• コネクテッドカーと車両
• IoTのセキュリティとプライバシー
• IoTの研究開発からスケールへの移行
• 英国のIoT行動規範 等

英国規格協会
(BSI)

https://shop.b

sigroup.com/

Navigate-

by/Conferenc

es/Conferenc

es/Now-

Booking/The-

Digital-World-

IoT/The-

Digital-World-

IoT/? ga=2.1

3557815.148

8768956.155

7728187-

1098086072.

1509377017
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向

ファイナンス分野に関しては、欧州においてグリーンボンド基準に関する立法案が
発表されており、グリーンボンドに係るISO規格が考慮されている

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://citywireselector.com/news/eus-sustainable-finance-action-plan-bureaucracy-or-breakthrough/a1219964
https://ec.europa.eu/info/publications/190306-sustainable-finance-interim-teg-report-green-bond-standard_en
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U1 ASC X9が
新しいISO

TC 322、
サステイナ
ブルファイナ
ンスの米国
技術諮問

グループに
任命

4月18日 The Accredited Standards Committee X9 Inc. (X9) は新しいISO

TC322(サステイナブルファイナンス)のTAG(米国技術諮問委員会)に
任命されたことを発表

 TC322はX9が事務局及びTAGを務めるISO TC68-Financial Servicesと重
複があるため、TC68の議長がTC322 TAGの暫定議長を務める予定
 TC322の目的：

• 持続可能性への考慮
• 環境、社会、ガバナンスの機関投資の意思決定及びより広範な財務
管理への取り入れ

• 持続可能な財務分野における標準化の推進

Global 

Banking & 

Finance 

Review

https://www.gl

obalbankinga

ndfinance.co

m/asc-x9-

named-u-s-

technical-

advisory-

group-for-

new-iso-

standards-

committee-tc-

322-

sustainable-

finance/

米国 1-U2 中国の2019

年国家標準
化作業計画
は優先分野
を強調

4月11日 ANSIはSAC(中国標準化管理局)が2019年国家標準化作業要点
(作業計画)を発行したと発表(2月25日)

 目的：
• 経済的・社会的発展を改善
• 製品及びサービスの品質と安全性向上ならびに、標準化活動の強化

 内容：
• 一帯一路の国々における国際規格と国内規格の統合に向け支援
• WTOの規則と原則に従って規格を策定し公表
• 強制規格の数を減らし、部門別規格と地域規格を統合
• 現地の規格管理を強化し、市場競争を制限している規格を排除 等

 本作業要点発表を受け、ANSIは示唆を発表
 ANSIによる示唆：

• 中国は規格作成時に“産学共同”モデルを積極的に採用すると予測
• 標準化活動の複雑さが増すにつれ、中国が標準化活動に関わる広
範囲のエコシステムを支援するためにシンクタンク、研究センター及
びサービス複合施設を増設すると予測

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&artic

leid=224e49d

3-e517-4103-

b9a5-

fd47615f8750 
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向（1/2）

米国においては、Accredited Standards Committee X9 Inc. (X9)がISO/TC322

(サステイナブルファイナンス)のTAGとして新たに任命された

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.globalbankingandfinance.com/asc-x9-named-u-s-technical-advisory-group-for-new-iso-standards-committee-tc-322-sustainable-finance/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=224e49d3-e517-4103-b9a5-fd47615f8750
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地域・
国

参照#
情報・記事
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U3 NISTが
連邦暗号化
テストを
初めて国際
規格に連携

4月30日 NISTは新規規格「FIPS 140-3：暗号化モジュールのセキュリティ要件」を
発表

 策定目的：
• デバイスのデータ暗号化の有効性をテストするためのFIPS (連邦情
報処理標準)を更新

 規定内容：
• パソコンや携帯電話等のハードウェアや、ネットワークを介して情報を
交換するソフトウェアなど、電子データを受信し処理するデバイスの
データを保護するための、暗号化システムについて規定

• ISO 19790の要求事項を満たすアルゴリズムについても規定

National 

Institute of 

Standards and 

Technology

(NIST)

https://www ni
st gov/news-
events/news/
2019/04/nist-
links-federal-
encryption-
testing-
international-
standard-first-
time
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向（2/2）

米国においては、NISTが暗号化モジュールのセキュリティ要件に係る新規規格を
発表した

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/04/nist-links-federal-encryption-testing-international-standard-first-time
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ファイ
ナンス

中国 1-C1 広州で

グリーンファ
イナンスを
展開

4月30日 広州は積極的に整備を進めているグリーンファイナンス分野の取り組み
内容について紹介

 広州は、グリーンファイナンスを促進し、汚染に取り組むための国家の取り組
みを支援するために中国に設立された5つのパイロットゾーンの1つとして承
認(2017年6月)

 広州における取組内容：
• 中国人民銀行の指導の下、グリーンファイナンスに好ましい環境の
創出

• 標準化システムの構築
• 生態学的に健全な企業やプロジェクトのための認証規格の実行可能
性の調査

Central

Banking

https://www.c

entralbanking.

com/central-

banks/econo

mics/4129891

/developing-

green-

finance-in-

guangzhou

506

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向

中国においては、広州がグリーンファイナンスに積極的な姿勢を示しており、
関連する標準化システム構築等の取り組みも行っている

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.centralbanking.com/central-banks/economics/4129891/developing-green-finance-in-guangzhou
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ファイ
ナンス

ベトナ
ム

1-A1 第42回アジ

ア太平洋地
域標準
フォーラム

4月17日 第42回太平洋アジア規格会議（PASC - 太平洋地域標準会議）フォーラ
ムが開催され、ベトナムが国際標準化活動の推進について議論
（＠ニュージーランド、ウェリントン）

 参加機関：
• 19の加盟国の標準化機関、ISO・IEC・ITU・APML・AMLF・

COPANTなどの国際・地域の標準化機関の代表者
 討議内容：

• AI等の新技術の出現に対する課題と機会
• ロボット、ブロックチェーン、IoT に関連する国家標準、国際標準

 本フォーラムにおけるベトナムの活動：
• オーストラリア規格協会（AS）、アメリカ試験協会（ASTM）、アメリカ試
験協会（UL）と討議

• ISO議長とベトナムの国内標準（TCVN）の国際標準化推進の方法に
ついて議論

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 

(STAMEQ)

https://tcvn.go

v.vn/2019/04/

dien-dan-tieu-

chuan-cac-

nuoc-khu-vuc-

chau-a-thai-

binh-duong-

lan-thu-42/

シンガ
ポール

1-A2 破壊的
技術と新
サービス
モデル：
国際標準の
役割
6月24日 -

6月25日

4月 サービス分野における標準化とテクノロジー・ビジネスモデルの融合につ
いて、国際ワークショップにて議論(6月24日-25日@シンガポール予定)

 サービスに関する国際標準がサービス分野において新技術とビジネスモデル
をどのように創出できるか、という点に焦点を当て、標準化の利点、それらを
効果的に実装する方法、サービス標準化の潜在的な分野について議論
 標準化の対象分野：

• 人工知能、ビッグデータ、Eコマース、サイバーセキュリティ、ブロック
チェーン等

 開催期間：
• 2019年6月24日-25日

 参加者：
• ISOメンバー及びパートナー、サービス部門の業界関係者、消費者団
体、政府・規制当局の政策立案者

Pacific Area 

Standards 

Congress 

(PASC)

https://pascne

t.org/event/dis

ruptive-

technologies-

and-new-

service-

models-the-

role-of-

international-

standards/
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向

ASEANにおいては、太平洋地域標準会議（PASC）が開催され、
ベトナムの代表団が各国の標準化機関と討議を行った旨発表がなされている

ファイナンステーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/04/dien-dan-tieu-chuan-cac-nuoc-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-lan-thu-42/
https://pascnet.org/event/disruptive-technologies-and-new-service-models-the-role-of-international-standards/
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 気候変動

リスクに係
る金融当局
ネットワーク
（NGFS）：

「行動の喚
起―金融リ
スクの原因
としての
気候変動」

4月17日 気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク（NGFS）は、初の包括的
レポート「A Call for Action: Climate change as a source of 

financial risk」を発行（4月17日）
 気候変動に関する金融リスクを検討するための中央銀行・金融当局ネット
ワーク「Network for Greening the Financial System；NGFS）」は、検討
結果をまとめた報告書を発表
 統括レポートの概要：

• EUが進める気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言の
金融監督行政への反映に向け、低炭素経済分野のタクソノミー（定
義）を支持するとともに、中央銀行自身の投資ポートフォリオ運用でも
ESG投資の推進を提唱

• 企業のグリーンファイナンス開示に際し、世界的に標準化された枠組
みが欠如していることによる、①管轄区間での細分性や透明性の
レベル係る一貫性の欠如、②管轄区間を越えた平等な競争条件の
欠如、コンプライアンス費用の増加や偏り、を指摘

• またこうした影響により、企業レベルでの気候リスクの適切かつ世界
的に一貫した評価・財政安定性リスクの分析が妨げられることを指摘

• その上で、気候情報の開示に係る共通の国際規格は、同等の高品
質の開示を促進し、当該報告の国際的な調整方法を明確化と主張

• 金融安定委員会（FSB）からの支援を得てTCFDによりなされた提言
は、既存の開示要件と異なり、広い意味での持続可能性よりも機構
に焦点を当てていることから、気候情報開示に関し世界的に標準化
された枠組みの構築に貢献すると指摘

 NGFS中核メンバー：
• 英イングランド銀行、ドイツ連邦銀行、フランス銀行、オランダ銀行、
スウェーデン金融監督機関、中国人民銀行、シンガポール通貨金融
庁、メキシコ銀行、モロッコ銀行、国際決済銀行（BIS） （計10行）
※日本の金融庁も参加

De 

Nederlandsche 

Bank(DNB)

https://www.d

nb.nl/binaries/

NGFS%20Cal

l%20for%20a

ction%20repo

rt tcm46-

383435.pdf
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向（1/2）

気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク（NGFS）は、気候変動に関する金融リスク
について初となる包括的レポートを発行

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.dnb.nl/binaries/NGFS%20Call%20for%20action%20report_tcm46-383435.pdf
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ファイ
ナンス
ファイ
ナンス

国際 1-O2 Block chain

の専門家

グループが
マドリードで
活用事例を
話し合い、
将来の標準
への国際的
な意見を
募集

4月4日 ブロックチェーンと分散元帳技術(DLT)に関するITUフォーカスグループ
は最後から2番目の会議を開催（@マドリード）

 今後開催予定の最終会議にて、ブロックチェーンとDLT技術に関するITUの
技術標準化活動への情報提供を目的とする文書を完成予定
(7月29日～8月1日@ジュネーブ)

 文書への記載予定項目：
• DLTの用語と定義
• DLTの使用事例
• DLTリファレンスアーキテクチャ
• DLTプラットフォーム評価基準
• DLT規制の枠組み

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://news.it

u.int/blockcha

in-expert-

group-invites-

global-review/

国際 1-O3 グリーン
ボンドと持続
可能性への
道

4月19日 グリーンボンドは2019年1Qにおいて好調に発行され、前年同期比で約
46％増加

 2018年度の新興市場におけるグリーンボンドの発行は世界全体発行数の約
30％を突破
 中国：

• 規制当局からの明確なグリーンボンド基準の恩恵を受け発展
 インド・ASEAN諸国：

• 中国同様の基準を採用
 欧州：

• ECB (欧州中央銀行)は既存のグリーンボンド市場慣行を明確な基
準として正式発効する予定

ETF

TRENDS

https://www.

etftrends.co

m/tactical-

allocation-

channel/gree

n-bonds-

and-the-

pathway-to-

sustainability

/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向（2/2）

世界的に見てグリーンボンド発行数は増加傾向。特に中国やアジア諸国においては、
当局がグリーンボンドの基準を設けることで、自国での発行数を伸ばしている

ファイナンステーマ別情報詳細

https://news.itu.int/blockchain-expert-group-invites-global-review/
https://www.etftrends.com/tactical-allocation-channel/green-bonds-and-the-pathway-to-sustainability/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E1 適合性評価
に関する
ANEC-

BEUCの
公式なポジ
ションを
発表

4月 ANEC-BEUCは米国との適合性評価手順の重複に関する議論について
ポジションペーパーを発表(3月)

 米国商品がEUの法的要件を満たすことを米国の適合性評価機関が証明可
能とするために、両国の適合性評価手順の重複について議論
 背景：

• EUと米国は貿易関係の改善に取り組み、工業製品に対する関税を
引き下げに向けて努力することに同意(2018年7月)

• EC(欧州委員会)は、適合性評価に関する米国との協定に関する交
渉の開始を推奨(2019年1月)

• BEUCとANECは本件に関するポジションペーパーを発表(2019年3

月)

• 欧州加盟国は欧州委員会に対し、本件に関する米国との交渉を許可
(2019年4月)

European 

Association for 

the 

Co-ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

European

Commission

(EC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019

http://trade.ec

.europa.eu/do

clib/press/ind

ex.cfm?id=20

10&title=EU-

U.S.-Trade-

Commission-

welcomes-

Councils-

green-light-to-

start-

negotiations-

with-the-

United-States

欧州 2-E2 EP、欧州
アクセシビリ
ティ法を
承認

4月 EP(欧州議会)の本会議は、EAA（EU Accessibility Act）の最終版を承
認(3月13日)

 EAAの最終版は672のMEP(欧州議会議員)のうち613の承認を経て決定
 背景：

• ANEC及び障害者運動(disability movement)は、製品及びサービス
のアクセシビリティ要件に関する指令(欧州アクセシビリティ法、通称
EAA)の承認に向けたロビー活動を実施

 発効までのスケジュール：
• 評議会による正式承認の後、同法は官報に掲載される予定
• 加盟国はその後、指令を立法化するために3年の猶予を保持
• ECは、EAAを実装するための統一規格の標準化要求を発行予定

 EAAに対するANEC見解：
• ANECはEAAの承認を受け、EAAの規定内容が輸送、建築環境、家
電製品など多くの重要な分野を除外していることを懸念

European 

Association for 

the 

Co-ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（1/9）

ヘルスケア分野においては、製品及びサービスのアクセシビリティ要件に関する指令
（通称EU Accessibility Act: EAA）の最終版が欧州議会を通過した

ヘルスケア

※1 BEUC：The European Consumer Organisation

テーマ別情報詳細

http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2010&title=EU-U.S.-Trade-Commission-welcomes-Councils-green-light-to-start-negotiations-with-the-United-States
http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
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ヘルス
ケア

欧州 2-E3 ETSIがデー

タプライバ
シーの保護
に関する
新規規格を
発行

4月 ETSIがデータプライバシーの保護に関するユーザーへのガイダンスを
目的とした新規規格を発行

 ETSIはETSI EG 203 602 V1.1.1 User Centric Approach: Guidance for 

users; Best practices to interact in the Digital Ecosystem (2019-04)を発表
 規定内容：

• QoE(Quality of Experience)を使用した独自サービスの構築とデータ
プライバシーの保証、等

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://www

.etsi.org/deli

ver/etsi eg/

203600 20

3699/20360

2/01.01.01

60/eg 2036

02v010101

p.pdf

欧州 2-E4 COCIR

デバイス
規格の調和
を推進

4月3日 COCIR(European Coordination Committee of the Radiological, 

Electromedical and Healthcare IT Industry)が医療機器規格の調和
を促進するためのポジションペーパーを発行(4月2日)

 欧州の医療機器及び体外診断規制(MDR / IVDR)における要求事項の変更
に対する、医療機器標準の整合化について6つの推奨事項を記載
 主な推奨内容：

• 医療機器の標準化についてファストトラックの承認プロセス実施
• 欧州規制当局による規格開発への積極的な参加 等

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society 

(RAPS)

https://www

.raps.org/ne

ws-and-

articles/new

s-

articles/201

9/4/cocir-

pushes-to-

harmonize-

device-

standards

欧州 2-E5 105団体が
信頼可能な
ブロック
チェーン
申請書に関
する新規
国際協会の
取り組みを
発表

4月3日 DLT(完全分散元帳技術)エコシステムを代表する105の組織が、新しい
プラットフォームであるINATBA(New International Association of 

Trusted Blockchain Applications)への取り組みを発表し、欧州委員
会本部にて合同で署名

 署名目的：
• 信頼に基づくグローバルな枠組みの開発により、ブロックチェーン技
術の使用を促進

• 相互運用性のガイドライン、仕様、及び世界標準の開発と採用を支
援し、信頼性の高い追跡可能なユーザー中心のデジタルサービスを
強化

 署名内容：
• 相互運用性とセクター特有のガイドラインと規格、透明で包括的なガ
バナンス、及び規制当局との継続的な建設的対話の実施

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry

(COCIR)

https://www.c

ocir.org/media

-centre/press-

releases/articl

e/105-

organisations-

announce-

new-

international-

association-

of-trusted-

blockchain-

applications-

inatba.html
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（2/9）

ヘルスケア分野においては、欧州COCIRが医療機器規格の調和を促進するための
ポジションペーパーを発行した

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/203600_203699/203602/01.01.01_60/eg_203602v010101p.pdf
https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2019/4/cocir-pushes-to-harmonize-device-standards
https://www.cocir.org/media-centre/press-releases/article/105-organisations-announce-new-international-association-of-trusted-blockchain-applications-inatba.html
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ヘルス
ケア

欧州 2-E6 欧州委、AI

倫理ガイド
ラインを
発行

4月8日 欧州委員会のAIに関するHLEG (ハイレベル専門家グループ)が、「信頼
可能なAIのための倫理ガイドライン」を策定

 ガイドラインは、「信頼可能なAI」は合法的で倫理的、堅固であるべきとして、
7要件を提示

 本7要件を遵守を確認するための「評価リスト」についても貼付
 記載内容：

• 7要件の内、「プライバシーとデータのガバナンス」に関わるチェックリ
ストには、AIに搭載されるシステムに関連する規格(例 ISO、IEEE)

との整合性の有無を確認すべきとの項目有
• 「信頼可能なAI」の保護と維持に有益な役割を果たす非技術的な方
法の一つとしてISO規格またはIEEE P7000規格シリーズが有効であ
ることを紹介

JETRO
https://www

.jetro.go.jp/

biznews/20

19/04/17aa

7120c9481

135.html

欧州 2-E7 Health IT

総括 -

Google、
IBM、AI標
準に関する
業界団体と
の連携

4月8日 データ・通信関連の大手企業が医療におけるAIの使用に関する標準を
作成し、ベストプラクティスを推奨するためCTA (消費者技術協会)と連携

 参加団体：
• Google、IBM、AT&T、及びFitbitを含む大手企業
• AdvaMedやAmerican Telemedicine Associationなどの業界団体
やベンダーを含む30以上の組織

 討議内容：
• ヘルスケアAIの定義と特性に関する業界の合意と標準化を推進

Questex
https://www.fi

ercehealthcar

e.com/tech/he

alth-it-

roundup-tech-

giants-

industry-

groups-team-

up-ai-

standards
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（3/9）

欧州委員会がAIのための倫理ガイドラインの策定を進める他、大手企業によるAI使用
に係る標準作成が行われる等、AIに係る指針や基準の検討が加速

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/04/17aa7120c9481135.html
https://www.fiercehealthcare.com/tech/health-it-roundup-tech-giants-industry-groups-team-up-ai-standards
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ヘルス
ケア

欧州 2-E8 oneM2Mが

「今年のトッ
プIoT標準

化機関」とし
て発表

4月17日 IoT、モバイル、及びエマージングテクノロジーの第7回Compass 

Intelligence Awardsの受賞者が発表され、 oneM2Mが「Top IoT 

Standards Body of the Year」のカテゴリーで優勝（4月8日）
 ETSIは他の6つの標準化団体、ARIB、ATIS、CCSA、TTA、TTC及びTIAと
共にoneM2Mパートナーシッププロジェクトの創設パートナー
 oneM2M概要：

• ICT規格の規格開発機関の1つ
• Machine-to-Machine及びIoTテクノロジの要件、アーキテクチャ、

API仕様、セキュリティソリューション、及び相互運用性が対象
• スマートグリッド、コネクテッドカー、ホームオートメーション、公安、健
康などのアプリケーションやサービスをサポートするためのフレーム
ワークを提供

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/news/158

2-2019-04-

onem2m-

announced-

as-the-top-iot-

standards-

body-of-the-

year

欧州 2-E9 ETSI及び
Linux 

Foundation

が、業界標
準及びオー
プンソースコ
ラボレーショ
ンについて
MoU締結

4月26日 ETSI及びLinux Foundationはオープンソースと標準をより密接に結び
つけ、その相乗効果を促進することを目的とし、MoUを締結

 Linux Foundation概要：
• 持続可能なオープンソースを通じてマスイノベーションを可能にする
米国の非営利団体

 MoU 締結目的：
• より迅速な情報共有と業界全体でのオープンネットワーキング技術
の展開

• 共同作業、共同コミュニケーション、プロモーション及びイベント、なら
びに相互運用性及び適合性テストに関連する潜在的な共通のイニシ
アチブを奨励

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/press-

releases/1590

-2019-04-etsi-

and-the-linux-

foundation-

sign-

memorandum

-of-

understanding

-enabling-

industry-

standards-

and-open-

source-

collaboration
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（4/9）

欧州ETSIと米国Linux Foundationがオープンネットワーキング技術の展開や
相互運用性を目的としたMoU締結を行う等、コネクティビティ担保に向けた動きが加速

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/news/1582-2019-04-onem2m-announced-as-the-top-iot-standards-body-of-the-year
https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1590-2019-04-etsi-and-the-linux-foundation-sign-memorandum-of-understanding-enabling-industry-standards-and-open-source-collaboration
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ヘルス
ケア

英国 2-E10 Intertekは、

無線機器テ
ストをカバー
するために、
その電磁

適合性テス
ト機能を
拡張

4月26日 Intertekは、自社の通信試験機能(Electromagnetic Compatibility 

Testing)をRadio Equipment Testingにまで拡張したことを発表
 IoTやBluetooth、Wi-Fi等の無線通信技術の発展、また欧州指令(Radio 

Equipment Directive：RED、2016年）に対応可能な包括的試験及び認証
サービス提供のため、試験機能を拡大

Intertek Group
http://www.int

ertek.com/ne

ws/2019/04-

26-intertek-

expands-

electromagnet

ic-

compatibility-

testing-to-

radio-

equipment-

testing/

欧州 2-E11 世界消費者
権利デー
開催

4月 ANECは世界消費者権利運動に参加（3月15日）
 スマートプロダクトや潜在的な利益、消費者への挑戦に対する意識を高める
ことに尽力
 世界消費者権利運動の内容：

• ファクトシートを発表し、コネクテッド製品を巡る問題と消費者が信頼
できる製品や関連するサービス標準の開発活動について紹介

 ANECによる標準化活動：
• CEN-CENELEC / JTC 13「サイバーセキュリティとデータ保護」に参
加

• コンシューマコネクテッド製品のセキュリティとプライバシーに関する
規格策定

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019

欧州 2-E12 ANECデジ
タルソサイ
エティWGを
開催

4月 Digital Society WGは年次総会を実施（3月21~22日）
 総会内容：

• DG CONNECT(Aristotelis Tzafalias)が参加し、サイバーセキュリ
ティ法について議論

• AＩに関するハイレベル専門家グループ、及びAIに関するCEN-

CENELECフォーカスグループのメンバー更新

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（5/9）

認証機関であるIntertekでは、IoTやBluetooth、Wi-Fi等の無線通信技術の
発展を受け、試験機能の拡大を進めている

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.intertek.com/news/2019/04-26-intertek-expands-electromagnetic-compatibility-testing-to-radio-equipment-testing/
http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
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ヘルス
ケア

欧州 2-E13 ハノーバー
メッセ2019：
産業インテ
リジェンス-

人間による
パワー

4月 ハノーバーメッセでは多岐にわたる最先端産業の最新技術を展示
(4月1日~5日)

 Integrated industry – industrial intelligenceをテーマとしてハノーバーメッセ
が開催され、22万人以上が来場
 展示内容：

• 75カ国から6,500の出展者が、デジタルファクトリー、統合エネルギー、
オートメーション、自動運転の最新技術について展示

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https://www.o

rgalim.eu/new

s/hannover-

messe-2019-

industrial-

intelligence-

powered-

humans

欧州 2-E14 ETSI AIサ
ミットにおい
て広い視野
から検討を
実施

4月5日 ETSI AIサミットが開催され、学界、産業界、各国政府代表、欧州委員会
など様々な分野から約200名が参加

 イベント内容：
• AIの歴史解説
• 電気通信業界のAI

• Industry4.0及び製造業におけるAIと機械学習の役割
• 欧州委員会によるEUにおけるAIに対するビジョンの提示、イニシア
チブやAIを利用したツールの説明

 イベントを通じたETSI見解：
• 標準は相互運用性を保証するものであり、用語との定義の確立、そ
してシステム化されたアジャイルガバナンス管理を可能とするために
標準が必要

• 信頼できるAIフレームワークと信頼を可能にするための「認証」プロ
セスも必要

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/news/158

1-2019-04-

etsi-artificial-

intelligence-

summit-puts-

things-into-

perspective?jj

j=155617175

9437
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（6/9）

ハノーバーメッセでは多岐にわたる最先端産業の最新技術が展示された他、
ETSI AIサミットではAIの活用等について各界の専門家が討議を実施

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.orgalim.eu/news/hannover-messe-2019-industrial-intelligence-powered-humans
https://www.etsi.org/newsroom/news/1581-2019-04-etsi-artificial-intelligence-summit-puts-things-into-perspective?jjj=1556171759437
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E15  AI and 

Industry 4.0

に関する
VDE | DKE

安全機能
会議

4月17日 機能安全に関するVDE | DKE会議において "Industry 4.0"と
"Artificial Intelligence"の開発について討議
 AIを保護するための技術が未確立であり、更なるAI研究の必要性に同意

 討議内容：
• 自動運転に対する機械学習ベースの知覚の安全性の検証
• 機能的に安全なAIへの構造化アプローチ
• ニューラルネットワークの評価における安全関連用途への適合性
• 自律及び協調システムのための機能安全

 討議を受けたDKE見解：
• 自律/認知システムとAIを組み合わせた規格策定が必要

 国際規格におけるAIの状況：
• ISO 26262(Road Vehicles - Functional Safety)の第2版を発行。但
しAIはスコープ外

• IEC 61508シリーズが改訂中であり、最初のドラフトが2020年に出版
される予定。AIについて先駆的な役割を果たすことを期待

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/vde-

dke-kongress-

funktionale-

sicheheit-

industrie40-ki

ドイツ 2-E16 倫理的問題
を検討：
標準化とAI

の標準化

4月25日 倫理的な標準化及び自律機械と車両におけるAIのための標準化プロ
ジェクトのキックオフイベントを開催し50名が参加(4月3日)

 背景：
• 過酷な環境下での自律機械の使用や、ヘルスケアや介護分野にお
けるAIの使用について議論が派生

• 技術開発におけるAIの倫理的側面の考慮が重要視され、政府も倫
理的側面を考慮に入れたAIの標準化について関心を表明

 目的：
• 業界標準、研究業界、及び政治業界の専門家と協力し、技術標準の
倫理的支援方法を説明する標準化ロードマップの作成

 プロジェクト概要：
• 連邦経済エネルギー省によって資金提供され、DINとVDE | DKEが
運営

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/ethika

spekte-

beruecksichti

gen
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（7/9）

機能安全に関するVDE | DKE会議において “Industry 4.0”と
“Artificial Intelligence”の開発について討議がなされた

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/vde-dke-kongress-funktionale-sicheheit-industrie40-ki
https://www.dke.de/de/news/2019/ethikaspekte-beruecksichtigen
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ヘルス
ケア

欧州 2-E17 CEN-

CENELEC

ワーク
ショップ
「モンスーン
- データ集
約型産業
プロセスの
予測管理」

4月4日 CEN及びCENELECがMONSOON (Model based control 

framework for site-wide optimization of data-intensive 

processes： データ集約型プロセスのサイト全体の最適化のためのモデ
ルベースの制御フレームワーク）に関するワークショップを開催
(5月17日予定)

European 

Committee for 

Electronical 

Standardization 

(CENELEC)

https://www.c

enelec.eu/pls/

apex/f?p=WE

B:NEWSBOD

Y:::NO::P300

NEWS ID:3

39

欧州 2-E18 テュフズード
は医療機器
のMDR

及びAIに関
する情報を
提供

4月30日 EUの新たな医療機器規制（MDR、EU 2017/745）対応のため、TÜV 

SÜDのMedtecLIVEにおいて、新規MDR及び対外診断医療機器
（IVDR）の影響についての情報を提供
（5月21日～23日＠ニュルンベルク 予定）

 欧州の新たな医療機器規制（Medical Device Regulation：MDR, EU 

2017/745)は、これまでの医療機器指令（MDD：Directive 93/42/EEC）及び
能動埋め込み型医療機器に関する指令（AIMD：Directive 90/385/EEC）を置
き換える内容

 製造者及びNotified Bodiesに対し厳しい要求事項が課されることから、対応
が必要

TÜV SÜD
https://www.tu

vsud.com/en/

press-and-

media/2019/a

pril/tuev-sued-

provides-

information-

about-the-

mdr-and-ai-in-

medical-

devices
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（8/9）

認証機関であるテュフズードでは、企業による新たなEU医療機器規制対応のための
ワークショップ開催を検討している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.cenelec.eu/pls/apex/f?p=WEB:NEWSBODY:::NO::P300_NEWS_ID:339
https://www.tuvsud.com/en/press-and-media/2019/april/tuev-sued-provides-information-about-the-mdr-and-ai-in-medical-devices
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ヘルス
ケア

英国 2-E19 IoT-次は何
か？

4月17日 BSIは“The Digital World: IoT” の開催を発表
(9月20日@ロンドン予定)

 会議内容：
• IoTで次に何が起きるのかを探り、業界や政府のリーダーが最新情
報を共有

 討議内容(予定)：
• エッジコンピューティング
• AIとブロックチェーン
• 農業
• スマートシティ
• コネクテッドカーと車両
• IoTのセキュリティとプライバシー
• IoTの研究開発からスケールへの移行
• 英国のIoT行動規範 等

英国規格協会
(BSI)

https://shop.b

sigroup.com/

Navigate-

by/Conferenc

es/Conferenc

es/Now-

Booking/The-

Digital-World-

IoT/The-

Digital-World-

IoT/? ga=2.1

3557815.148

8768956.155

7728187-

1098086072.

1509377017
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向（9/9）

英国BSIによりIoTやAI、ブロックチェーン分野について討議を行うイベントの開催
が発表された

ヘルスケア

再掲

テーマ別情報詳細

https://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Conferences/Conferences/Now-Booking/The-Digital-World-IoT/The-Digital-World-IoT/?_ga=2.13557815.1488768956.1557728187-1098086072.1509377017
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 中国の2019

年国家標準
化作業計画
は優先分野
を強調

4月11日 ANSIはSAC(中国標準化管理局)が2019年国家標準化作業要点(作業
計画)を発行したと発表(2月25日)

 目的：
• 経済的・社会的発展を改善
• 製品及びサービスの品質と安全性向上ならびに、標準化活動の強化

 内容：
• 一帯一路の国々における国際規格と国内規格の統合に向け支援
• WTOの規則と原則に従って規格を策定し公表
• 強制規格の数を減らし、部門別規格と地域規格を統合
• 現地の規格管理を強化し、市場競争を制限している規格を排除 等

 本作業要点発表を受け、ANSIは示唆を発表
 ANSIによる示唆：

• 中国は規格作成時に“産学共同”モデルを積極的に採用すると予測
• 標準化活動の複雑さが増すにつれ、中国が標準化活動に関わる広
範囲のエコシステムを支援するためにシンクタンク、研究センター及
びサービス複合施設を増設すると予測

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&artic

leid=224e49d

3-e517-4103-

b9a5-

fd47615f8750

米国 2-U2 ANSIが、

ヒトフェノー
ムに関する
新しいISO

の活動分野
についての
コメントを
募集

4月22日 ヒトフェノームに関するISO規格を策定するためNWIP(新規提案)に対す
るコメントを奨励
 SAC (中国標準化管理局)によってNWIPが提出され、コメントの締め切りは5月

31日
 規格スコープ：

• ヒトフェノームに関する定義と分類、及び関連する説明

米国規格協会
(ANSI)

https://www.

ansi.org/new

s publication

s/news story

?menuid=7&

articleid=672

aa068-8649-

4551-90c5-

154ab937b4

28
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向（1/2）

米国ANSIは、中国標準化機関による「2019年国家標準化作業要点(作業計画)」の
発行やISO新規提案のためのNWIP発出について発表している

ヘルスケア

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=224e49d3-e517-4103-b9a5-fd47615f8750
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=672aa068-8649-4551-90c5-154ab937b428
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参照#
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U3 製造元を
使用した

スモールビ
ジネス及び
家庭用IoT

デバイスの
保護使用法
の説明：
NCCoEは
SP 1800-

15の予備草
案をリリース

4月22日 NCCoE(National Cybersecurity Center of Excellence)は、パブリッ
クコメントのためにSpecial Publication(SP)1800-15の草案を公開、
コメントは2019年6月24日まで収集予定

 名称：
• SP 1800-15：中小企業及び家庭用IoTデバイスの保護：製造業者使
用説明書(MUD)を使用したネットワークベースの攻撃の軽減

 対象：
• IoT製造業者及び実装者

National 

Institute of 

Standards and 

Technology

(NIST)

https://www.

nist.gov/new

s-

events/news/

2019/04/secu

ring-small-

business-

and-home-

iot-devices-

using-

manufacturer

-usage

521

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向（2/2）

NCCoE(National Cybersecurity Center of Excellence)は、パブリックコメントのために
Special Publication(SP)1800-15の草案を公開している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/04/securing-small-business-and-home-iot-devices-using-manufacturer-usage
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C1 中国標準化
協会電気電
子部門「家
庭用レンジ
フードのイン
テリジェント
評価のため
の技術
仕様」
グループ規
格発表会議
を北京で
開催

4月11日 中国標準化協会電気電子部門が策定した「家庭用レンジフードのインテ
リジェント評価のための技術仕様書」を北京で発行

 キックオフ会議では、本規格の起草背景、意義及び構造に関する説明を実施
 規定背景：

• IoT技術の急速な発展に伴い、家庭用レンジフードもインテリジェント
化へと進展

• レンジフードのインテリジェントレベルの評価策定に対するニーズが
増加

 規定内容：
• 「安全性、信頼性、健康、使いやすさ、省エネルギー」の5つのインテ
リジェント評価項目について規定

中国標準化
協会(CAS)

http://www.chi

na-

cas.org/zxdtx

hxw/1787.jht

ml 

中国 2-C2 2019年の

全国ビッグ
データ標準
化作業会議
と全国情報
技術標準化
技術委員会
ビッグデー
タ標準化
ワーキング
グループ
第6回総会
の共催

4月1日 「2019年全国ビッグデータ標準化作業会議と全国情報技術標準化技術
標準データ作業部会第6回総会」を開催(3月30日@重慶)

 会議では、テクノロジー、産業、及びアプリケーション開発におけるビッグデー
タ標準の役割を深く掘り下げ、重慶でのビッグデータの標準化を積極的に推
進
 会議内容：

• 「産業用データ管理」に焦点を当て、産業分野におけるデータ管理の
重要な方法を洗練化し、産業用ビッグデータ技術と産業発展状況に
基づき作成した「産業用ビッグデータホワイトペーパー(2019年版)」を
発表

• National Beacon CommitteeのNational Data Standards Working 

Groupの第6回総会を開催。2019年の作業目標を決定し、National 

Beacon Standard Dataワーキンググループを開始

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

4957.html 
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向（1/3）

中国においてはレンジフードに関する仕様書の新規策定がなされた他、ビックデータ
の標準化に関する会議が重慶にて開催された

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1787.jhtml
http://www.cesi.cn/201904/4957.html
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C3 ハイアール
家電産業
グループの
先進イノ
ベーションセ
ンターの
チーフエン
ジニアYu 

Guoxin氏が
研究院を
訪問し技術
交換を実施

4月4日 ハイアール家電産業グループのチーフエンジニアが家電及び軽工業標
準技術産業研究院を訪問

 討議内容：
• 振動騒音
• モーター制御とインバータ制御
• 家電チップ(IPM、MCU)

• 新しい冷凍技術とAI

• センシングの技術等の問題

家電及び軽
工業標準技術
産業研究院
(SAC/TC46)

http://www.ch

eari.org/index.

php/Show/cid/

14/aid/373

中国 2-C4 国家AI専門
家諮問グ
ループは

北京で特別
報告書を検
討するため
の検討会を
開催

4月25日 国家AI標準システム構築ガイド、AI標準化とオープンソース研究、AIと
社会倫理標準化研究の3つの特別報告を実施

 出席者：
• 中国電子標準化研究所副部長
• 国家AI標準化グループの事務総長
• 3つの特別グループリーダーと副リーダーユニットの代表

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

5032.html

中国 2-C5 全国AI標準
化グループ
の第2回
総会を開催

4月28日 国家AI標準化グループの第2回総会を開催(4月25日@南京)
 決定事項：

• 「国家新世代AI標準システム構築ガイド」の発行の推進
• オープンソースや倫理などの新しい問題に関する詳細な研究
• AI関連標準要件収集作業の第2バッチを実施
• 標準化研究結果を公表

 出席者：
• AI分野の関連技術委員会、民間企業

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

5045.html
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向（2/3）

中国ではハイアールのエンジニアがSACを訪問し家電に関する技術を共有した他、
AI標準化グループの第2回総会が開催された

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cheari.org/index.php/Show/cid/14/aid/373
http://www.cesi.cn/201904/5032.html
http://www.cesi.cn/201904/5045.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C6 インテリジェ
ント家電シ
ステム端末
機器属性記
述仕様標準
編集会議を
開催

4月30日 国家情報技術標準化技術委員会情報技術機器相互接続小委員会は規
格の編集会議を組成(4月26日)

 会議目的：
• 「情報技術情報機器相互接続インテリジェントホーム電子システム端
末装置属性記述仕様」(計画番号：20173811-T-469)の改訂の進展
を促進

 参加者：
• 中国電子技術標準化協会、アリババ、Xiaomi、ZTE、Hikvision、

Juhaolian、松下電器、Changhong Jiahua、Teslian、BOE、IGRS
の代表

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

5050.html

524

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向（3/3）

中国ではインテリジェントホーム電子システム端末装置に関する規格の改訂が
進められた

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201904/5050.html
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情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

ベトナ
ム

2-A1 第42回アジ
ア太平洋地
域標準
フォーラム

4月17日 第42回太平洋アジア規格会議（PASC - 太平洋地域標準会議）フォーラ
ムが開催され、ベトナムが国際標準化活動の推進について議論
（＠ニュージーランド、ウェリントン）

 参加機関：
• 19の加盟国の標準化機関、ISO・IEC・ITU・APML・AMLF・

COPANTなどの国際・地域の標準化機関の代表者
 討議内容：

• AI等の新技術の出現に対する課題と機会
• ロボット、ブロックチェーン、IoT に関連する国家標準、国際標準

 本フォーラムにおけるベトナムの活動：
• オーストラリア規格協会（AS）、アメリカ試験協会（ASTM）、アメリカ試
験協会（UL）と討議

• ISO議長とベトナムの国内標準（TCVN）の国際標準化推進の方法に
ついて議論

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 

(STAMEQ)

https://tcvn.go

v.vn/2019/04/

dien-dan-tieu-

chuan-cac-

nuoc-khu-vuc-

chau-a-thai-

binh-duong-

lan-thu-42/

タイ 2-A2 タイにおい
て国内初の
AI対応
クラウド
プラット
フォームを
取得

4月25日 タイの大手キャリアニュートラルデータセンター、クラウドサービスプロバ
イダー、大規模eコマース事業者の協力により、国内初のインタラクティブ
な人工知能（AI）対応のクラウドプラットフォームを開発

 当該新規プラットフォームは、公共部門と民間部門双方にあらゆる種類のクラ
ウドサービスを提供。国内の戦略的な組織において、標準的なプラットフォー
ムに基づくクラウドソリューションを提供できると期待

 当新規技術は、タイにおけるイノベーション、R&D、高度技術・グリーン技術を
促進する経済政策であるThailand 4.0戦略と整合しており、クラウドの成長は
タイのDigital Economy 4.0を促進することも期待

OpenGov Asia
https://www.o

pengovasia.c

om/thailand-

gets-first-in-

country-ai-

enabled-

cloud-

platform/
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向（1/2）

太平洋地域標準会議（PASC）が開催され、ベトナムの代表団が各国の標準化機関
と討議を行った旨発表がなされている

ヘルスケア

再掲

テーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/04/dien-dan-tieu-chuan-cac-nuoc-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-lan-thu-42/
https://www.opengovasia.com/thailand-gets-first-in-country-ai-enabled-cloud-platform/
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(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

シンガ
ポール

2-A3 破壊的
技術と新
サービス
モデル：

国際標準の
役割
6月24日 -

6月25日

4月 サービス分野における標準化とテクノロジー・ビジネスモデルの融合につ
いて、国際ワークショップにて議論(6月24日-25日@シンガポール予定)

 サービスに関する国際標準がサービス分野において新技術とビジネスモデル
をどのように創出できるか、という点に焦点を当て、標準化の利点、それらを
効果的に実装する方法、サービス標準化の潜在的な分野について議論
 標準化の対象分野：

• 人工知能、ビッグデータ、Eコマース、サイバーセキュリティ、ブロック
チェーン等

 開催期間：
• 2019年6月24日-25日

 参加者：
• ISOメンバー及びパートナー、サービス部門の業界関係者、消費者団
体、政府・規制当局の政策立案者

Pacific Area 

Standards 

Congress 

(PASC)

https://pascne

t.org/event/dis

ruptive-

technologies-

and-new-

service-

models-the-

role-of-

international-

standards/
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向（2/2）

サービス分野における標準化とテクノロジー・ビジネスモデルの融合について、
シンガポールでの国際ワークショップにて議論がなされる予定

ヘルスケア

再掲

テーマ別情報詳細

https://pascnet.org/event/disruptive-technologies-and-new-service-models-the-role-of-international-standards/
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O1 WSIS 

Forum 

2019

Outcome 

Document

の発行

4月30日 スイス・ジュネーブにて開催されたWSIS（世界情報社会サミット）2019の
内容を集約した「WSIS Forum 2019 Outcome Document」を発行

 WSIS Forum 2019で開催されたセッション（テーマ別ワークショプ、カントリー
ワークショプ、アクションラインファシリテーション会議、対話型セッション、情
報セッション及びポリシーセッション）の内容を集約させた文書を発行

【WSIS Forum 2019の概要】
 開催期間：

• 2019年4月8日～12日
 テーマ：

• 「持続可能な開発目標を達成するための情報通信技術」
（Information and Communication Technologies for achieving the 

Sustainable Development Goals)

 関連分野：
• AI, IoT, Blockchain, 5G等

 参加者：
• 3,000人以上の情報通信技術（ICT）の専門家及び実施関係者
（150か国以上より参加）

International 

Telecommunic

ation Union

(ITU)

https://www.it

u.int/en/itu-

wsis/Docume

nts/Forum201

9/DRAFT-

WSISForum2

019Outcome

Document.pdf

?CB=NX6W7

S
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向（1/2）

ITU本部のあるスイス・ジュネーブにて開催世界情報社会サミット（WSIS）2019が
開催され、当該内容を取り纏めたOutcome Documentが発行されている

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/Forum2019/DRAFT-WSISForum2019OutcomeDocument.pdf?CB=NX6W7S
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O2 標準化協力
はAIとス

マートシティ
を実現

するための
鍵である

4月4日 ISO・IECが共同でGSC-22(Global Standards Collaboration)を開催
し、AIの発展とその影響について討議(3月25日~27日@スイス)

 AIの発展が各国及び個別の産業に与える影響について意見交換
 討議テーマ：

• AIが製品の製造・流通、ヘルスケア、スマートフォンからスマートイン
テリジェントフォンへの移行に至るまであらゆることに与える影響

• 発展レベルに応じ、各国のニーズに適切に対応するための意見交換
• セキュリティ、プライバシー、信頼性、倫理、社会的懸念、規制に関す
る問題

International 

Organization for 

Standardization 

(ISO)/

International 

Electrotechnical 

Commission 

(IEC)

https://www.is

o.org/news/ref

2381.html

国際 2-O3 Block chain

の専門家
グループが
マドリードで
活用事例を
話し合い、
将来の標準
への国際的
な意見を
募集

4月4日 ブロックチェーンと分散元帳技術(DLT)に関するITUフォーカスグループ
は最後から2番目の会議を開催（@マドリード）

 今後開催予定の最終会議にて、ブロックチェーンとDLT技術に関するITUの
技術標準化活動への情報提供を目的とする文書を完成予定
(7月29日～8月1日@ジュネーブ)

 文書への記載予定項目：
• DLTの用語と定義
• DLTの使用事例
• DLTリファレンスアーキテクチャ
• DLTプラットフォーム評価基準
• DLT規制の枠組み

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://news.it

u.int/blockcha

in-expert-

group-invites-

global-review/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向（2/2）

ISO、IECが共同で会議を開催し、AIの発展が各国及び個別の産業に与える影響に
ついて討議が行われた

ヘルスケア

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2381.html　
https://news.itu.int/blockchain-expert-group-invites-global-review/
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E1 標準の定義、
ソリューショ
ン実現、
未来の形成

4月 インダストリー4.0 標準化協議会と複数の企業が、共同で標準化を開始
しIoT分野を推進するためにMoUを締結

 MoUによって産業用IoT(IIoT)の要件、継続的な標準化活動、標準化におけ
るギャップの特定及び適切な解決策を導くための定期的な情報交換を行うこ
とを確認
 MoU締結メンバー：

• 富士通取締役 AIOTI理事 Thomas Walloschke

• シーメンステクノロジーセクター産業部門長 Dr. Ing Dieter 

Wegener 

• インダストリー4.0 標準化協議会マネージングディレクター Jens 

Gayko

Standardizatio

n Council 

Industrie 4.0

https://sci40.c

om/de/hannov

er-messe-

2019.html

ドイツ 3-E2 工業製造

工場のデジ
タル変換の
ための
オープンエ
コシステム

4月2日 機械工学、産業オートメーション及びソフトウェアに関わる欧州企業が
アライアンス(Industry 4.0 Alliance)を締結

 当アライアンスは物流やサービスを含む、高度に自動化された工場や工場を
運営するための標準化されたオープンなエコシステムの構築を目的として
締結
 アライアンス締結企業：

• Beckhoff、Endress + Hauser Group、Hilscher、ifm、KUKA、
MULTIVAC、SAP SE、Balluff Group、GebhardtFördertechnik、
Pepperl + Fuchs、ARVOS GmbH 、SCHMIDTSCHE SCHACK、
SAMSON、WIKA Alexander Wiegand(計14社)

SAP
https://news.s

ap.com/2019/

04/open-

industry-4-0-

alliance-

industrial-

manufacturing

-plants
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/7）

スマートマニュファクチャリング分野においては、ドイツ関連ステークホルダによる各種
アライアンスやMoUの締結が発表されている

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://sci40.com/de/hannover-messe-2019.html
https://news.sap.com/2019/04/open-industry-4-0-alliance-industrial-manufacturing-plants
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マニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E3 105団体が
信頼可能な
ブロック
チェーン
申請書に
関する新規
国際協会の
取り組みを
発表

4月3日 DLT(完全分散元帳技術)エコシステムを代表する105の組織が、新しい
プラットフォームであるINATBA(New International Association of 

Trusted Blockchain Applications)への取り組みを発表し、欧州委員
会本部にて合同で署名

 署名目的：
• 信頼に基づくグローバルな枠組みの開発により、ブロックチェーン技
術の使用を促進

• 相互運用性のガイドライン、仕様、及び世界標準の開発と採用を支
援し、信頼性の高い追跡可能なユーザー中心のデジタルサービスを
強化

 署名内容：
• 相互運用性とセクター特有のガイドラインと規格、透明で包括的なガ
バナンス、及び規制当局との継続的な建設的対話の実施

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry

(COCIR)

https://www.c

ocir.org/media

-centre/press-

releases/articl

e/105-

organisations-

announce-

new-

international-

association-

of-trusted-

blockchain-

applications-

inatba.html

欧州 3-E4 欧州委、AI

倫理ガイド
ラインを
発行

4月8日 欧州委員会のAIに関するHLEG (ハイレベル専門家グループ)が、「信頼
可能なAIのための倫理ガイドライン」を策定

 ガイドラインは、「信頼可能なAI」は合法的で倫理的、堅固であるべきとして、
7要件を提示

 本7要件を遵守を確認するための「評価リスト」についても貼付
 記載内容：

• 7要件の内、「プライバシーとデータのガバナンス」に関わるチェックリ
ストには、AIに搭載されるシステムに関連する規格(例 ISO、IEEE)

との整合性の有無を確認すべきとの項目有
• 「信頼可能なAI」の保護と維持に有益な役割を果たす非技術的な方
法の一つとしてISO規格またはIEEE P7000規格シリーズが有効であ
ることを紹介

JETRO
https://www

.jetro.go.jp/

biznews/20

19/04/17aa

7120c9481

135.html
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（2/7）

DLT(完全分散元帳技術)エコシステムを代表する105の組織が、新しいプラット
フォームであるINATBAを組成するなど、グローバルな枠組み形成が進められている

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.cocir.org/media-centre/press-releases/article/105-organisations-announce-new-international-association-of-trusted-blockchain-applications-inatba.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/04/17aa7120c9481135.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E5 oneM2Mが

「今年のトッ
プIoT標準

化機関」とし
て発表

4月17日 IoT、モバイル、及びエマージングテクノロジーの第7回Compass 

Intelligence Awardsの受賞者が発表され、 oneM2Mが「Top IoT 

Standards Body of the Year」のカテゴリーで優勝（4月8日）
 ETSIは他の6つの標準化団体、ARIB、ATIS、CCSA、TTA、TTC及びTIAと
共にoneM2Mパートナーシッププロジェクトの創設パートナー
 oneM2M概要：

• ICT規格の規格開発機関の1つ
• Machine-to-Machine及びIoTテクノロジの要件、アーキテクチャ、

API仕様、セキュリティソリューション、及び相互運用性が対象
• スマートグリッド、コネクテッドカー、ホームオートメーション、公安、健
康などのアプリケーションやサービスをサポートするためのフレーム
ワークを提供

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/news/158

2-2019-04-

onem2m-

announced-

as-the-top-iot-

standards-

body-of-the-

year

欧州 3-E6 ETSI及び
Linux 

Foundation

が、業界
標準及び
オープン
ソースコラボ
レーションに
ついてMoU

締結

4月26日 ETSI及びLinux Foundationはオープンソースと標準をより密接に結び
つけ、その相乗効果を促進することを目的とし、MoUを締結

 Linux Foundation概要：
• 持続可能なオープンソースを通じてマスイノベーションを可能にする
米国の非営利団体

 MoU 締結目的：
• より迅速な情報共有と業界全体でのオープンネットワーキング技術
の展開

• 共同作業、共同コミュニケーション、プロモーション及びイベント、なら
びに相互運用性及び適合性テストに関連する潜在的な共通のイニシ
アチブを奨励

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/press-

releases/1590

-2019-04-etsi-

and-the-linux-

foundation-

sign-

memorandum

-of-

understanding

-enabling-

industry-

standards-

and-open-

source-

collaboration
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（3/7）

欧州ETSIと米国Linux Foundationがオープンネットワーキング技術の展開や
相互運用性を目的としたMoU締結を行う等、コネクティビティ担保に向けた動きが加速

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/news/1582-2019-04-onem2m-announced-as-the-top-iot-standards-body-of-the-year
https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1590-2019-04-etsi-and-the-linux-foundation-sign-memorandum-of-understanding-enabling-industry-standards-and-open-source-collaboration
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

英国 3-E7 Intertekは、
無線機器

テストをカ
バーするた
めに、その
電磁適合性
テスト機能
を拡張

4月26日 Intertekは、自社の通信試験機能(Electromagnetic Compatibility 

Testing)をRadio Equipment Testingにまで拡張したことを発表
 IoTやBluetooth、Wi-Fi等の無線通信技術の発展、また欧州指令(Radio 

Equipment Directive：RED、2016年）に対応可能な包括的試験及び認証
サービス提供のため、試験機能を拡大

Intertek Group
http://www.int

ertek.com/ne

ws/2019/04-

26-intertek-

expands-

electromagnet

ic-

compatibility-

testing-to-

radio-

equipment-

testing

欧州 3-E8 ハノーバー
メッセ2019：
産業インテ
リジェンス-

人間による
パワー

4月 ハノーバーメッセでは多岐にわたる最先端産業の最新技術を展示
(4月1日~5日)

 Integrated industry – industrial intelligenceをテーマとしてハノーバーメッセ
が開催され、22万人以上が来場
 展示内容：

• 75カ国から6,500の出展者が、デジタルファクトリー、統合エネルギー、
オートメーション、自動運転の最新技術について展示

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https://www.o

rgalim.eu/new

s/hannover-

messe-2019-

industrial-

intelligence-

powered-

humans

欧州 3-E9 ANECデジ

タルソサイ
エティWGを
開催

4月 Digital Society WGは年次総会を実施（3月21~22日）
 総会内容：

• DG CONNECT(Aristotelis Tzafalias)が参加し、サイバーセキュリ
ティ法について議論

• AＩに関するハイレベル専門家グループ、及びAIに関するCEN-

CENELECフォーカスグループのメンバー更新

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（4/7）

Digital Society WGによる年次総会が開催された他、4月1日から5日まで
ハノーバーメッセが開催され、多岐に亘る先端技術の展示が行われた

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

http://www.intertek.com/news/2019/04-26-intertek-expands-electromagnetic-compatibility-testing-to-radio-equipment-testing
https://www.orgalim.eu/news/hannover-messe-2019-industrial-intelligence-powered-humans
http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E10 CEN-

CENELEC

ワークショッ
プ「モンスー
ン - データ

集約型産業
プロセスの
予測管理」

4月4日 CEN及びCENELECがMONSOON (Model based control 

framework for site-wide optimization of data-intensive 

processes) データ集約型プロセスのサイト全体の最適化のためのモデ
ルベースの制御フレームワーク)に関するワークショップを開催
(5月17日予定)

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://www.c

enelec.eu/pls/

apex/f?p=WE

B:NEWSBOD

Y:::NO::P300

NEWS ID:3

39 

欧州 3-E11 ETSI AI

サミットに
おいて広い
視野から
検討を実施

4月5日 ETSI AIサミットが開催され、学界、産業界、各国政府代表、欧州委員会
など様々な分野から約200名が参加

 イベント内容：
• AIの歴史解説
• 電気通信業界のAI

• Industry4.0及び製造業におけるAIと機械学習の役割
• 欧州委員会によるEUにおけるAIに対するビジョンの提示、イニシア
チブやAIを利用したツールの説明

 イベントを通じたETSI見解：
• 標準は相互運用性を保証するものであり、用語との定義の確立、そ
してシステム化されたアジャイルガバナンス管理を可能とするために
標準が必要

• 信頼できるAIフレームワークと信頼を可能にするための「認証」プロ
セスも必要

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www et

si org/newsro

om/news/158

1-2019-04-

etsi-artificial-

intelligence-

summit-puts-

things-into-

perspective?jj

j=155617175

9437
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（5/7）

CEN/ CENELECによりデータ集約型産業プロセスに係るワークショップが開催された
他、ETSI AIサミットではAIの活用等について各界の専門家が討議を実施

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.cenelec.eu/pls/apex/f?p=WEB:NEWSBODY:::NO::P300_NEWS_ID:339
ps://www.etsi.org/newsroom/news/1581-2019-04-etsi-artificial-intelligence-summit-puts-things-into-perspective?jjj=1556171759437
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E12 AI and 

Industry 4.0

に関する
VDE | DKE

安全機能
会議

4月17日 機能安全に関するVDE | DKE会議において "Industry 4.0"と
"Artificial Intelligence"の開発について討議
 AIを保護するための技術が未確立であり、更なるAI研究の必要性に同意

 討議内容：
• 自動運転に対する機械学習ベースの知覚の安全性の検証
• 機能的に安全なAIへの構造化アプローチ
• ニューラルネットワークの評価における安全関連用途への適合性
• 自律及び協調システムのための機能安全

 討議を受けたDKE見解：
• 自律/認知システムとAIを組み合わせた規格策定が必要

 国際規格におけるAIの状況：
• ISO 26262(Road Vehicles - Functional Safety)の第2版を発行。
但しAIはスコープ外

• IEC 61508シリーズが改訂中であり、最初のドラフトが2020年に出版
される予定。AIについて先駆的な役割を果たすことを期待

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/vde-

dke-kongress-

funktionale-

sicheheit-

industrie40-ki

ドイツ 3-E13 倫理的問題
を検討：
標準化とAI

の標準化

4月25日 倫理的な標準化及び自律機械と車両におけるAIのための標準化プロ
ジェクトのキックオフイベントを開催し50名が参加(4月3日)

 背景：
• 過酷な環境下での自律機械の使用や、ヘルスケアや介護分野にお
けるAIの使用について議論が派生

• 技術開発におけるAIの倫理的側面の考慮が重要視され、政府も倫
理的側面を考慮に入れたAIの標準化について関心を表明

 目的：
• 業界標準、研究業界、及び政治業界の専門家と協力し、技術標準の
倫理的支援方法を説明する標準化ロードマップの作成

 プロジェクト概要：
• 連邦経済エネルギー省によって資金提供され、DINとVDE | DKEが
運営

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/ethika

spekte-

beruecksichti

gen
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（6/7）

機能安全に関するVDE | DKE会議において “Industry 4.0”と
“Artificial Intelligence”の開発について討議がなされた

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/vde-dke-kongress-funktionale-sicheheit-industrie40-ki
https://www.dke.de/de/news/2019/ethikaspekte-beruecksichtigen


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E14 製造業に
おけるAIに

関するワー
クショップ

4月13日 欧州委員会が、製造業におけるAIに関するワークショップを、EFFRA

(欧州未来研究協会)、EURobotics (欧州ロボット協会)及びBDVA

(ビッグデータ値協会)と共同で開催予定(7月2日 予定)

European 

Commission 

(EC)

https://ec.e

uropa.eu/di

gital-single-

market/en/n

ews/worksh

op-artificial-

intelligence-

manufacturi

ng

英国 3-E15 IoT-次は何
か？

4月17日 BSIは“The Digital World: IoT” の開催を発表
(9月20日@ロンドン予定)

 会議内容：
• IoTで次に何が起きるのかを探り、業界や政府のリーダーが最新情
報を共有

 討議内容(予定)：
• エッジコンピューティング
• AIとブロックチェーン
• 農業
• スマートシティ
• コネクテッドカーと車両
• IoTのセキュリティとプライバシー
• IoTの研究開発からスケールへの移行
• 英国のIoT行動規範 等

英国規格協会
(BSI)

https://shop.b

sigroup.com/

Navigate-

by/Conferenc

es/Conferenc

es/Now-

Booking/The-

Digital-World-

IoT/The-

Digital-World-

IoT/? ga=2.1

3557815.148

8768956.155

7728187-

1098086072.

1509377017
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（7/7）

英国BSIによりIoTやAI、ブロックチェーン分野について討議を行うイベントの開催
が発表された

スマートマニュファクチャリング

再掲

テーマ別情報詳細

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-artificial-intelligence-manufacturing
https://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Conferences/Conferences/Now-Booking/The-Digital-World-IoT/The-Digital-World-IoT/?_ga=2.13557815.1488768956.1557728187-1098086072.1509377017
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 2019年の
IoT：シング

ルペアイー
サネット、
将来のIIoT

のための容
易な解決策

4月9日 IEEE 802.3において、LAN及びWAN用のイーサネットテクノロジーに関
するSPE規格を複数策定していることを紹介

 テクノロジー企業のTE Connectivityとコネクター企業のHARTINGは、IIoT市
場のインフラとしてSPE(シングルペアイーサネット)を推進しており、IEEE 

802.3にて標準化活動にも参加
 SPEに関する新規格IEC 63171-6：

• HARTING社のディレクターは「新しい相互接続規格IEC 63171-6は
IIoTの可能性を最大限に引き出すことができる」とコメント

SENSORS 

Online

https://www.s

ensorsmag.co

m/iot-

wireless/iot-

day-2019-

single-pair-

ethernet-

easy-solution-

for-future-iiot

米国 3-U2 中国の2019

年国家標準
化作業計画
は優先分野
を強調

4月11日 ANSIはSAC(中国標準化管理局)が2019年国家標準化作業要点
(作業計画)を発行したと発表(2月25日)

 目的：
• 経済的・社会的発展を改善
• 製品及びサービスの品質と安全性向上ならびに、標準化活動の強化

 内容：
• 一帯一路の国々における国際規格と国内規格の統合に向け支援
• WTOの規則と原則に従って規格を策定し公表
• 強制規格の数を減らし、部門別規格と地域規格を統合
• 現地の規格管理を強化し、市場競争を制限している規格を排除 等

 本作業要点発表を受け、ANSIは示唆を発表
 ANSIによる示唆：

• 中国は規格作成時に“産学共同”モデルを積極的に採用すると予測
• 標準化活動の複雑さが増すにつれ、中国が標準化活動に関わる広
範囲のエコシステムを支援するためにシンクタンク、研究センター及
びサービス複合施設を増設すると予測

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&artic

leid=224e49d

3-e517-4103-

b9a5-

fd47615f8750 
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/2）

米国ではIEEEにおいてイーサネットテクノロジーに関する複数の規格を策定している
ことが紹介された

スマートマニュファクチャリング

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.sensorsmag.com/iot-wireless/iot-day-2019-single-pair-ethernet-easy-solution-for-future-iiot
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=224e49d3-e517-4103-b9a5-fd47615f8750
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 製造元を
使用した

スモールビ
ジネス及び
家庭用IoT

デバイスの
保護使用法
の説明：
NCCoEは
SP 1800-

15の予備草
案をリリース

4月22日 NCCoE(National Cybersecurity Center of Excellence)は、パブリッ
クコメントのためにSpecial Publication(SP)1800-15の草案を公開、コ
メントは2019年6月24日まで収集予定

 名称：
• SP 1800-15：中小企業及び家庭用IoTデバイスの保護：製造業者使
用説明書(MUD)を使用したネットワークベースの攻撃の軽減

 対象：
• IoT製造業者及び実装者

National 

Institute of 

Standards and 

Technology

(NIST)

https://www.

nist.gov/new

s-

events/news/

2019/04/secu

ring-small-

business-

and-home-

iot-devices-

using-

manufacturer

-usage

米国 3-U4 NISTが
連邦暗号化
テストを
初めて国際
規格に連携

4月30日 NISTは新規規格「FIPS 140-3：暗号化モジュールのセキュリティ要件」を
発表

 策定目的：
• デバイスのデータ暗号化の有効性をテストするためのFIPS (連邦情
報処理標準)を更新

 規定内容：
• パソコンや携帯電話等のハードウェアや、ネットワークを介して情報を
交換するソフトウェアなど、電子データを受信し処理するデバイスの
データを保護するための、暗号化システムについて規定

• ISO 19790の要求事項を満たすアルゴリズムについても規定

National 

Institute of 

Standards and 

Technology

(NIST)

https://www.ni

st.gov/news-

events/news/

2019/04/nist-

links-federal-

encryption-

testing-

international-

standard-first-

time

538

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（2/2）

NCCoEがSpecial Publication(SP)1800-15の草案のパブコメを実施している他、
米NISTが暗号化モジュールのセキュリティ要件に係る新規規格を発表

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/04/securing-small-business-and-home-iot-devices-using-manufacturer-usage
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/04/nist-links-federal-encryption-testing-international-standard-first-time
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 国際電気
通信連合は
正式に統合
のための
最初の国際
規格を発表

4月4日 ITU-T(国際電気通信連合)が中国国内規格に基づいた国際規格
「Y.Sup52：Methodology for building digital capabilities during 

enterprises’ digital transformation」を発表
 本規格は、中国の国内規格「情報化と工業化の統合管理システムの基盤と
用語」(GB / T 23000-2017)、「情報化と工業化の統合管理システム要件」
(GB / T 23001-2017)の内容に基づく
 国際規格策定支援国：

• 英国、米国、日本、スペイン、エジプト、マレーシア、他

中国机械工业
联合会

http://www.m

ei.net.cn/xghy

/201904/8180

74.html

中国 3-C2 2019年の
全国ビッグ
データ標準
化作業会議
と全国情報
技術標準化
技術委員会
ビッグデー
タ標準化
ワーキング
グループ
第6回総会
の共催

4月1日 「2019年全国ビッグデータ標準化作業会議と全国情報技術標準化技術
標準データ
作業部会第6回総会」を開催(3月30日@重慶)

 会議では、テクノロジー、産業、及びアプリケーション開発におけるビッグデー
タ標準の役割を深く掘り下げ、重慶でのビッグデータの標準化を積極的に
推進
 会議内容：

• 「産業用データ管理」に焦点を当て、産業分野におけるデータ管理の
重要な方法を洗練化し、産業用ビッグデータ技術と産業発展状況に
基づき作成した「産業用ビッグデータホワイトペーパー(2019年版)」を
発表

• National Beacon CommitteeのNational Data Standards Working 

Groupの第6回総会を開催。2019年の作業目標を決定し、National 

Beacon Standard Dataワーキンググループを開始

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

4957.html 

539

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/2）

スマートマニュファクチャリング分野では、中国国内規格に基づいた規格がITU-Tに
よって策定された他、重慶にてビックデータに関するイベントが開催された

スマートマニュファクチャリング

再掲

テーマ別情報詳細

http://www.mei.net.cn/xghy/201904/818074.html
http://www.cesi.cn/201904/4957.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C3

（
ハイアール
家電産業
グループの
先進イノ
ベーションセ
ンターの
チーフエン
ジニアYu 

Guoxin氏が
研究院を
訪問し技術
交換を実施

4月4日 ハイアール家電産業グループのチーフエンジニアが家電及び軽工業標
準技術産業研究院を訪問

 討議内容：
• 振動騒音
• モーター制御とインバータ制御
• 家電チップ(IPM、MCU)

• 新しい冷凍技術とAI

• センシングの技術等の問題

家電及び軽工
業標準技術産
業研究院
(SAC/TC46)

http://www.ch

eari.org/index.

php/Show/cid/

14/aid/373

中国 3-C4 国家AI専門
家諮問グ
ループは
北京で特別
報告書を

検討するた
めの検討会
を開催

4月25日 国家AI標準システム構築ガイド、AI標準化とオープンソース研究、AIと社
会倫理標準化研究の3つの特別報告を実施

 出席者：
• 中国電子標準化研究所副部長
• 国家AI標準化グループの事務総長
• 3つの特別グループリーダーと副リーダーユニットの代表

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

5032.html

中国 3-C5 全国AI標準

化グループ
の第2回
総会を開催

4月28日 国家AI標準化グループの第2回総会を開催(4月25日@南京)
 決定事項：

• 「国家新世代AI標準システム構築ガイド」の発行の推進
• オープンソースや倫理などの新しい問題に関する詳細な研究
• AI関連標準要件収集作業の第2バッチを実施
• 標準化研究結果を公表

 出席者：
• AI分野の関連技術委員会、民間企業

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.ac.cn/2019

04/5045.html

540

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（2/2）

国家AI専門家諮問グループによる検討会の開催や国家AI標準化グループの総会が
開催される等、AI分野の標準化に向けた討議が進められている

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

http://www.cheari.org/index.php/Show/cid/14/aid/373
http://www.cesi.cn/201904/5032.html
http://www.cesi.ac.cn/201904/5045.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

シンガ
ポール

3-A1 ハノーバー
メッセで

事業提携を
強化

4月8日 シンガポール企業がハノーバーメッセに参加し、事業提携や協力関係を
構築

 シンガポール企業庁はAMT, Champion Precision Engineering, Shine 

Precision Engineering、ISDN Holdingsの4社がハノーバーメッセにて協力
関係構築ないし事業提携に至ったと発表
 ESGの目的：

• シンガポール企業が各国の見本市へ参加をすることを支援し、彼ら
がインュベータやアクセラレータなどのパートナーを見つけ海外展開
を行うことを実現化

Singapore

Government:

Enterprise

Singapore

https://www

.enterprises

g.gov.sg/m

edia-

centre/news

/2019/april/f

orging-

business-

partnership

s-at-

hannover-

messe

ベトナ
ム

3-A2 QUACERT

と韓国総合
実験院
(KTR)との
2019年アク
ションプラン
調印式

4月25日 認証センター品質標準部(QUACERT)において、韓国科学実験院(KTR)

との2019年アクションプランの調印式を開催
 ベトナムと韓国の2カ国間の交流を促進する内容であり、ベトナムの輸出入活
動にも影響を与える予定
 今後の動き：

• ベトナムのバーコード管理プロセス向上や、LED技術を使った投光装
置のテストと認証等、新分野へ協力を拡大予定

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 

(STAMEQ)

https://tcvn.

gov.vn/201

9/04/le-ky-

ket-ke-

hoach-

hanh-dong-

nam-2019-

giua-

quacert-va-

vien-

nghien-cuu-

va-thu-

nghiem-

han-quoc-

ktr/

541

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/4）

シンガポール企業がハノーバーメッセにおいて事業提携を締結した他、ベトナム
QUACERTが韓国KTRとアクションプランの調印式を行う等協力関係構築を推進

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/news/2019/april/forging-business-partnerships-at-hannover-messe
https://tcvn.gov.vn/2019/04/le-ky-ket-ke-hoach-hanh-dong-nam-2019-giua-quacert-va-vien-nghien-cuu-va-thu-nghiem-han-quoc-ktr/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ベトナ
ム

3-A3 ベトナム -

チェコ共和
国：品質測
定基準の分
野における
協力の強化

4月17日 STAMEQの代表がチェコへ訪問し、UNMZ(チェコ産業貿易省 規格測定
試験局)の議長と、規格、測定及び品質の分野における協力に関する
覚書(MoU)に署名(4月17日)

 討議内容：
• 両国の標準化機関リーダーによる、この覚書の実施可否

 MoU内容：
• 規格、技術的規制、認証、測定、試験、さらに専門家の訓練、規格及
び測定の分野における共同研究の実施に関する情報交換を強力に
推進することを決定

 背景：
• チェコ共和国に輸出されているベトナム製品
• 主に履物、輸送手段及び予備部品、織物、機械類及び家具類
• 規格、測定及び品質に関する特別な協力が今後の機会を広げ、両
国間の貿易を促進することを期待

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 

(STAMEQ)

https://tcvn.

gov.vn/201

9/04/viet-

nam-sec-

tang-cuong-

hop-tac-

trong-linh-

vuc-tieu-

chuan-do-

luong-chat-

luong/

タイ 3-A4 ARIPOLIS  

- オートメー

ション、ロ
ボット工学、
及びインテ
リジェントエ
レクトロニク
スのための
イノベーショ
ンプラット
フォーム

4月19日 タイ4.0への移行を推進するために、EECiは具体的なロードマップを提示
 タイ科学技術省が運営するEECi（イノベーション特別区）はイノベーション創
出を目指し、ARIPOLIS（自動化・ロボット・人口知能産業都市）を通じた、産
官学及び地域社会、内外の研究開発機関との協力を推進

 EECiは、Thailand 4.0への移行を推進するため、ARIPOLISのロードマップ
を提示
 自動化、ロボット工学、及びインテリジェントエレクトロニクス技術の開発と
アラインしたインフラストラクチャを通じ、6つのターゲット産業の開発を強
化するためのプラットフォームとして設定

Eastern 

Economic 

Corridor of 

Innovation

https://www.e

eci.or.th/en/T

he-Area-Of-

Aripolis/

542

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（2/4）

タイでは、Thailand 4.0を目指し、科学技術省が運営するEECi（イノベーション特別区）
が実現のためのロードマップを作成

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/04/viet-nam-sec-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/
https://www.eeci.or.th/en/The-Area-Of-Aripolis/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

タイ 3-A5 タイにおい
て国内初の
AI対応クラ
ウドプラット
フォームを
取得

4月25日 タイの大手キャリアニュートラルデータセンター、クラウドサービスプロバ
イダー、大規模eコマース事業者の協力により、国内初のインタラクティブ
な人工知能（AI）対応のクラウドプラットフォームを開発

 当該新規プラットフォームは、公共部門と民間部門双方にあらゆる種類のクラ
ウドサービスを提供。国内の戦略的な組織において、標準的なプラットフォー
ムに基づくクラウドソリューションを提供できると期待

 当新規技術は、タイにおけるイノベーション、R&D、高度技術・グリーン技術を
促進する経済政策であるThailand 4.0戦略と整合しており、クラウドの成長は
タイのDigital Economy 4.0を促進することも期待

OpenGov Asia
https://www.o

pengovasia.c

om/thailand-

gets-first-in-

country-ai-

enabled-

cloud-

platform/

ベトナ
ム

3-A6 第42回アジ
ア太平洋地
域標準
フォーラム

4月17日 第42回太平洋アジア規格会議（PASC - 太平洋地域標準会議）フォーラ
ムが開催され、ベトナムが国際標準化活動の推進について議論
（＠ニュージーランド、ウェリントン）

 参加機関：
• 19の加盟国の標準化機関、ISO・IEC・ITU・APML・AMLF・

COPANTなどの国際・地域の標準化機関の代表者
 討議内容：

• AI等の新技術の出現に対する課題と機会
• ロボット、ブロックチェーン、IoT に関連する国家標準、国際標準

 本フォーラムにおけるベトナムの活動：
• オーストラリア規格協会（AS）、アメリカ試験協会（ASTM）、アメリカ試
験協会（UL）と討議

• ISO議長とベトナムの国内標準（TCVN）の国際標準化推進の方法に
ついて議論

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 

(STAMEQ)

https://tcvn.go

v.vn/2019/04/

dien-dan-tieu-

chuan-cac-

nuoc-khu-vuc-

chau-a-thai-

binh-duong-

lan-thu-42/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（3/4）

太平洋地域標準会議（PASC）が開催され、ベトナムの代表団が各国の標準化機関
と討議を行った旨発表がなされている

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.opengovasia.com/thailand-gets-first-in-country-ai-enabled-cloud-platform/
https://tcvn.gov.vn/2019/04/dien-dan-tieu-chuan-cac-nuoc-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-lan-thu-42/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

シンガ
ポール

3-A7 破壊的

技術と新
サービス
モデル：
国際標準の
役割
6月24日 -

6月25日

4月 サービス分野における標準化とテクノロジー・ビジネスモデルの融合につ
いて、国際ワークショップにて議論(6月24日-25日@シンガポール予定)

 サービスに関する国際標準がサービス分野において新技術とビジネスモデル
をどのように創出できるか、という点に焦点を当て、標準化の利点、それらを
効果的に実装する方法、サービス標準化の潜在的な分野について議論
 標準化の対象分野：

• 人工知能、ビッグデータ、Eコマース、サイバーセキュリティ、ブロック
チェーン等

 開催期間：
• 2019年6月24日-25日

 参加者：
• ISOメンバー及びパートナー、サービス部門の業界関係者、消費者団
体、政府・規制当局の政策立案者

Pacific Area 

Standards 

Congress 

(PASC)

https://pascne

t.org/event/dis

ruptive-

technologies-

and-new-

service-

models-the-

role-of-

international-

standards/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（4/4）

サービス分野における標準化とテクノロジー・ビジネスモデルの融合について、
シンガポールでの国際ワークショップにて議論がなされる予定

スマートマニュファクチャリング

再掲

テーマ別情報詳細

https://pascnet.org/event/disruptive-technologies-and-new-service-models-the-role-of-international-standards/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 ULパネルは
ULのサイ
バーセキュ
リティ規格に
対するISA

の不服申し
立てを支持

4月24日 ULパネルがUL 2900-2-2ネットワーク用ソフトウェアサイバーセキュリ
ティの規格に対するISAの申し立てを承認

 ISAは産業用オートメーション及び制御システムのセキュリティ分野に関し、
既に広く普及しているISA / IEC 62443シリーズの規格にUL 2900-2-2が重
複しているとして申し立て実施
 背景：

• ULがANSI (米国規格協会)の認定に従って、重複や重複を防ぐこと
を目的とした手順に従わなかったと主張

• NEMAもULへ、UL 2900-2-2を廃止しISA / IEC 62443シリーズの関
連する部分の採用に焦点を当てるべきと要求(2017年12月)

 現状：
• ULは米国国家規格としてこの文書の承認を求めているが、現時点で
はISAの申し立てのために停止中

• ULは既存規格との重複を認めたが、UL 2900-2-2を修正しISA / IEC 

62443を補完する規格とすればISAの申し立てを棄却するという申し
出を拒否

The 

International 

Society of 

Automation

（ISA）

https://www.is

a.org/news-

and-press-

releases/isa-

press-

releases/2019

/april/ul-panel-

upholds-isa-

appeal-of-ul-

cybersecurity-

standard/

国際 3-O2 インテリジェ
ント接続車
両用のワン
ストップソ
リューション
を提供する
ために、

アライアンス
ラボとSGS 

は合弁事業
を設立

4月23日 SGSはIoT試験サービスプロバイダであるAllion Labsとの合弁事業
SGS-ALLION Automotive Communicationsを開始

 Internet of Vehicles(IoV)サプライチェーン向けに、世界クラスのワンストップ
テスト、検査及び認証ソリューションをアジア、ヨーロッパ、アメリカ向けに提供
予定
 サービス内容：

• ロゴ認証(Bluetooth、Wi-Fi、USB Type-C、HDMIなど)

• 製品の互換性、音声認識、信号測定
• ソフトウェア検証、5G通信、Cellular V2X、DSRC V2X、NB-IoTなど
の無線及びRFテスト

• 外国の電気通信事業者のネットワーク認証
• 自動車の安全性と機械的信頼性
• 自動車用EMC 等

SGS
https://www.s

gs.com/en/ne

ws/2019/04/p

artnership-to-

provide-one-

stop-

solutions-for-

intelligent-

connected-

vehicles

545

【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（1/3）

ネットワーク用ソフトウェアサイバーセキュリティの規格標準化ではISAが関連UL規格の
重複を指摘、より広く普及しているISA/IEC規格の正統性を主張

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.isa.org/news-and-press-releases/isa-press-releases/2019/april/ul-panel-upholds-isa-appeal-of-ul-cybersecurity-standard/
tps://www.sgs.com/en/news/2019/04/partnership-to-provide-one-stop-solutions-for-intelligent-connected-vehicles
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O3 WSIS 

Forum 

2019

Outcome 

Document

の発行

4月30日 スイス・ジュネーブにて開催されたWSIS（世界情報社会サミット）2019の
内容を集約した「WSIS Forum 2019 Outcome Document」を発行

 WSIS Forum 2019で開催されたセッション（テーマ別ワークショプ、カントリー
ワークショプ、アクションラインファシリテーション会議、対話型セッション、
情報セッション及びポリシーセッション）の内容を集約させた文書を発行

【WSIS Forum 2019の概要】
 開催期間：

• 2019年4月8日～12日
 テーマ：

• 「持続可能な開発目標を達成するための情報通信技術」
（Information and Communication Technologies for achieving the 

Sustainable Development Goals)

 関連分野：
• AI, IoT, Blockchain, 5G等

 参加者：
• 3,000人以上の情報通信技術（ICT）の専門家及び実施関係者
（150か国以上より参加）

International 

Telecommunic

ation Union

(ITU)

https://www.it

u.int/en/itu-

wsis/Docume

nts/Forum201

9/DRAFT-

WSISForum2

019Outcome

Document.pdf

?CB=NX6W7

S
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（2/3）

ITU本部のあるスイス・ジュネーブにて開催世界情報社会サミット（WSIS）2019が
開催され、当該内容を取り纏めたOutcome Documentが発行されている

スマートマニュファクチャリング

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/Forum2019/DRAFT-WSISForum2019OutcomeDocument.pdf?CB=NX6W7S
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O4 標準化協力
はAIと
スマートシ
ティを実現
するための
鍵である

4月4日 ISO・IECが共同でGSC-22(Global Standards Collaboration)を開催
し、AIの発展とその影響について討議(3月25日~27日@スイス)

 AIの発展が各国及び個別の産業に与える影響について意見交換
 討議テーマ：

• AIが製品の製造・流通、ヘルスケア、スマートフォンからスマートイン
テリジェントフォンへの移行に至るまであらゆることに与える影響

• 発展レベルに応じ、各国のニーズに適切に対応するための意見交換
• セキュリティ、プライバシー、信頼性、倫理、社会的懸念、規制に関す
る問題

International 

Organization 

for 

Standardization 

(ISO) / 

International 

Electrotechnical 

Commission 

(IEC)

https://www.is

o.org/news/ref

2381.html

国際 3-O5 Block chain

の専門家

グループが
マドリードで
活用事例を
話し合い、
将来の標準
への国際的
な意見を
募集

4月4日 ブロックチェーンと分散元帳技術(DLT)に関するITUフォーカスグループ
は最後から2番目の会議を開催（@マドリード）

 今後開催予定の最終会議にて、ブロックチェーンとDLT技術に関するITUの
技術標準化活動への情報提供を目的とする文書を完成予定(7月29日～8月
1日@ジュネーブ)

 文書への記載予定項目：
• DLTの用語と定義
• DLTの使用事例
• DLTリファレンスアーキテクチャ
• DLTプラットフォーム評価基準
• DLT規制の枠組み

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://news.it

u.int/blockcha

in-expert-

group-invites-

global-review/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向（3/3）

ISO、IECが共同で会議を開催し、AIの発展が各国及び個別の産業に与える影響に
ついて討議が行われた

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2381.html　
https://news.itu.int/blockchain-expert-group-invites-global-review/
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モビリ
ティ

欧州 4-E1 ETSIが
EMC自動車

の無線機器
及びサービ
スに関する
新規規格を
発表

4月 ETSI(欧州電気通信標準化機構)がEMC(電磁両立性)自動車の無線機
器及びサービスに関する新規規格を発表

 EU指令(Directive 2014/53/EU)の第3.1条(b)の必須要件の反映を目的とし
てETSIはETSI EN 301 489-51 V2.1.1 を発行
 規定内容：

• 自動運転車両、監視用レーダー装置又はその他関連する補助機器
に対する試験条件、性能評価及び性能基準を規定

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/deliver/

etsi en/30140

0 301499/30

148951/02.01

.01 60/en 30

148951v0201

01p.pdf

欧州 4-E2 適合性評価
に関する
ANEC-

BEUCの
公式なポジ
ションを
発表

4月 ANEC-BEUCは米国との適合性評価手順の重複に関する議論について
ポジションペーパーを発表(3月)

 米国商品がEUの法的要件を満たすことを米国の適合性評価機関が証明可
能とするために、両国の適合性評価手順の重複について議論
 背景：

• EUと米国は貿易関係の改善に取り組み、工業製品に対する関税を
引き下げに向けて努力することに同意(2018年7月)

• EC(欧州委員会)は、適合性評価に関する米国との協定に関する交
渉の開始を推奨(2019年1月)

• BEUCとANECは本件に関するポジションペーパーを発表
(2019年3月)

• 欧州加盟国は欧州委員会に対し、本件に関する米国との交渉を許可
(2019年4月)

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

European 

Commission 

(EC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019

http://trade.ec

.europa.eu/do

clib/press/ind

ex.cfm?id=20

10&title=EU-

U.S.-Trade-

Commission-

welcomes-

Councils-

green-light-to-

start-

negotiations-

with-the-

United-States
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向（1/6）

モビリティに関しては、ETSIにより自動車の無線機器に関する規格の策定が発表された

モビリティ

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301400_301499/30148951/02.01.01_60/en_30148951v020101p.pdf　
http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2010&title=EU-U.S.-Trade-Commission-welcomes-Councils-green-light-to-start-negotiations-with-the-United-States
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モビリ
ティ

欧州 4-E3 電動自転車
に関する
DINの研究

4月 DIN消費者評議会は、電気都市とトレッキング自転車の規範的要件を
再検討

 現在の要件は日常の動作に必要な負荷を満たしていないため、早期のコン
ポーネント障害につながる可能性があると指摘
 現在の要件と規格との関係性：

• EN 15194「サイクル - 電動アシストサイクル - EPAC自転車」、ISO 

4210-10「サイクル - 自転車の安全要件 - パート10：電動アシストサ
イクルの安全要件(EPAC)」に適用

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019

欧州 4-E4 新CEN規
格：CENは
電気自動車
用電源の
ラベルにEN 

17186：
2019を採用

4月4日 CEN が電気自動車用電源のラベルを規定するEN 17186:2019 を承認
 EN規格'Identification of vehicles and infrastructures compatibility -

Graphical expression for consumer information on EV power supply'を
策定
 規定目的：

• 充電スタンド、ケーブル、車両との互換性に関する情報を簡略化し、
EU域内で共通ラベルを規定。電気自動車の使用人口増促進

• 「代替燃料インフラの導入」に関する指令(Directive 2014/94)の第7

条を実施すること
 策定機関：

• CEN/TC 301 Road vehicles (事務局：AFNOR)

 実用化スケジュール：
• 規定ラベルは2021年2月までに実用される予定

European 

Committee for 

Standardization 

(CEN)

https://www.c

en.eu/news/br

ief-

news/Pages/

NEWS-2019-

018.aspx
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向（2/6）

モビリティに関しては、CENにより電気自動車用の電源ラベルに関する規格
が承認された

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-018.aspx
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モビリ
ティ

欧州 4-E5 欧州委、AI

倫理ガイド
ラインを
発表

4月8日 欧州委員会のAIに関するHLEG (ハイレベル専門家グループ)が、「信頼
可能なAIのための倫理ガイドライン」を策定

 ガイドラインは、「信頼可能なAI」は合法的で倫理的、堅固であるべき、として
7要件を提示

 この7要件を遵守を確認するための「評価リスト」についても貼付
 記載内容：

• 7要件の内の「プライバシーとデータのガバナンス」に関わるチェックリ
ストには、AIに搭載されるシステムに関連する規格(例 ISO、IEEE)

との整合性の有無を確認すべきとの項目有
• 「信頼可能なAI」の保護と維持に有益な役割を果たす非技術的な方
法の一つとしてISO規格またはIEEE P7000規格シリーズが有効であ
ることを紹介

JETRO
https://www

.jetro.go.jp/

biznews/20

19/04/17aa

7120c9481

135.html

欧州 4-E6 自動運転
車両のEU

承認におけ
る免除手続
きに関する
ガイドライン

4月9日 EU加盟国が自動運転車両の安全性評価におけるガイドラインを策定
 2018年5月に欧州委員会によって発表されたコネクテッドモビリティと自動運
転車両に関する戦略を受け、EU加盟国が自動運転車両のアドホックな安全
性評価において従うべき規則を規定したガイドラインを作成
 規定内容：

• 自動運転車両のシステムは、サイバー攻撃等による重要機能に対す
るリスクだけでなく、車両の不適切な制御や他の道路利用者へ危険
を及ぼす可能性についても対処するよう設計すべき

• 上記の実証方法として、ISO 26262、安全運転のためのシステム理
論的プロセス分析(STPA)及びISO PAS 21448を例示

European 

Commission: 

Internal Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

http://ec.eur

opa.eu/gro

wth/content/

guidelines-

exemption-

procedure-

eu-

approval-

automated-

vehicles en

551

【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向（3/6）

欧州委員会によって発表されたコネクテッドモビリティと自動運転車両に関する戦略に
対応し、EU加盟国が自動運転車両の安全性評価に関するガイドラインを策定

モビリティ

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/04/17aa7120c9481135.html
http://ec.europa.eu/growth/content/guidelines-exemption-procedure-eu-approval-automated-vehicles_en
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欧州 4-E7 欧州委員会
は車両安全
機能に関す
る欧州議会
の投票を
歓迎

4月9日 欧州委員会は、2018年5月に欧州委員会によって提案された改訂一般
安全規則に対する欧州議会による承認を歓迎

 2022年以降、EU自動車分野においては、乗客、歩行者、自転車を保護する
ために新しい安全技術が必須となる予定

 さらに、欧州委員会は燃費を向上させ、大型車による二酸化炭素排出を減少
させるためのEU規格を提案中
 背景：

• 2050年までに死亡者数及び重傷者数をゼロに近づける「EUの長期
目標」を、欧州議会と欧州評議会は合意（3月）

 安全技術例：
• インテリジェントスピードアシスタンス、車線維持支援、タイヤ空気圧
監視システム等

 今後欧州評議会は本規則が欧州連合の官報に掲載される前に、規則を正式
に採択予定

European 

Commission: 

Internal Market, 

Industry, 

Entrepreneursh

ip and SMEs. 

Standardization 

mandates

http://ec.euro

pa.eu/growth/

content/europ

ean-

commission-

welcomes-

european-

parliament-

vote-vehicle-

safety-

features en

http://europa.

eu/rapid/press

-release IP-

18-

3708 en.htm

欧州 4-E8 oneM2Mが

「今年のトッ
プIoT標準
化機関」とし
て発表

4月17日 IoT、モバイル、及びエマージングテクノロジーの第7回Compass 

Intelligence Awardsの受賞者が発表され、 oneM2Mが「Top IoT 

Standards Body of the Year」のカテゴリーで優勝（4月8日）
 ETSIは他の6つの標準化団体、ARIB、ATIS、CCSA、TTA、TTC及びTIAと
共にoneM2Mパートナーシッププロジェクトの創設パートナー
 oneM2M概要：

• ICT規格の規格開発機関の1つ
• Machine-to-Machine及びIoTテクノロジの要件、アーキテクチャ、

API仕様、セキュリティソリューション、及び相互運用性が対象
• スマートグリッド、コネクテッドカー、ホームオートメーション、公安、健
康などのアプリケーションやサービスをサポートするためのフレーム
ワークを提供

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/news/158

2-2019-04-

onem2m-

announced-

as-the-top-iot-

standards-

body-of-the-

year
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向（4/6）

2022年以降、EU自動車分野においては、乗客・歩行者・自転車保護のため新しい安全
技術が必要となる予定であり、EU改訂一般安全規則の承認作業が進められている

モビリティ

再掲

テーマ別情報詳細

http://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-welcomes-european-parliament-vote-vehicle-safety-features_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_en.htm
https://www.etsi.org/newsroom/news/1582-2019-04-onem2m-announced-as-the-top-iot-standards-body-of-the-year
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ドイツ 4-E9 AI and 

Industry 4.0

に関する
VDE | DKE

安全機能
会議

4月17日 機能安全に関するVDE | DKE会議において "Industry 4.0"と
"Artificial Intelligence"の開発について討議
 AIを保護するための技術が未確立であり、更なるAI研究の必要性に同意

 討議内容：
• 自動運転に対する機械学習ベースの知覚の安全性の検証
• 機能的に安全なAIへの構造化アプローチ
• ニューラルネットワークの評価における安全関連用途への適合性
• 自律及び協調システムのための機能安全

 討議を受けたDKE見解：
• 自律/認知システムとAIを組み合わせた規格策定が必要

 国際規格におけるAIの状況：
• ISO 26262(Road Vehicles - Functional Safety)の第2版を発行。
但しAIはスコープ外

• IEC 61508シリーズが改訂中であり、最初のドラフトが2020年に出版
される予定。AIについて先駆的な役割を果たすことを期待

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/vde-

dke-kongress-

funktionale-

sicheheit-

industrie40-ki

ドイツ 4-E10 倫理的問題
を検討：
標準化とAI

の標準化

4月25日 倫理的な標準化及び自律機械と車両におけるAIのための標準化プロ
ジェクトのキックオフイベントを開催し50名が参加(4月3日)

 背景：
• 過酷な環境下での自律機械の使用や、ヘルスケアや介護分野にお
けるAIの使用について議論が派生

• 技術開発におけるAIの倫理的側面の考慮が重要視され、政府も倫
理的側面を考慮に入れたAIの標準化について関心を表明

 目的：
• 業界標準、研究業界、及び政治業界の専門家と協力し、技術標準の
倫理的支援方法を説明する標準化ロードマップの作成

 プロジェクト概要：
• 連邦経済エネルギー省によって資金提供され、DINとVDE | DKEが
運営

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/ethika

spekte-

beruecksichti

gen
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向（5/6）

機能安全に関するVDE | DKE会議において “Industry 4.0”と
“Artificial Intelligence”の開発について討議がなされた

モビリティ

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/vde-dke-kongress-funktionale-sicheheit-industrie40-ki
https://www.dke.de/de/news/2019/ethikaspekte-beruecksichtigen
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英国 4-E11 IoT-次は何
か？

4月17日 BSIは“The Digital World: IoT” の開催を発表
(9月20日@ロンドン予定)

 会議内容：
• IoTで次に何が起きるのかを探り、業界や政府のリーダーが最新情
報を共有

 討議内容(予定)：
• エッジコンピューティング
• AIとブロックチェーン
• 農業
• スマートシティ
• コネクテッドカーと車両
• IoTのセキュリティとプライバシー
• IoTの研究開発からスケールへの移行
• 英国のIoT行動規範 等

英国規格協会
(BSI)

https://shop.b

sigroup.com/

Navigate-

by/Conferenc

es/Conferenc

es/Now-

Booking/The-

Digital-World-

IoT/The-

Digital-World-

IoT/? ga=2.1

3557815.148

8768956.155

7728187-

1098086072.

1509377017
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向（6/6）

英国BSIによりIoTやAI、ブロックチェーン分野について討議を行うイベントの開催
が発表された

モビリティ

再掲

テーマ別情報詳細

ps://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Conferences/Conferences/Now-Booking/The-Digital-World-IoT/The-Digital-World-IoT/?_ga=2.13557815.1488768956.1557728187-1098086072.1509377017
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米国 4-U1 中国の2019

年国家標準
化作業計画
は優先分野
を強調

4月11日 ANSIはSAC(中国標準化管理局)が2019年国家標準化作業要点
(作業計画)を発行したと発表(2月25日)

 目的：
• 経済的・社会的発展を改善
• 製品及びサービスの品質と安全性向上ならびに、標準化活動の強化

 内容：
• 一帯一路の国々における国際規格と国内規格の統合に向け支援
• WTOの規則と原則に従って規格を策定し公表
• 強制規格の数を減らし、部門別規格と地域規格を統合
• 現地の規格管理を強化し、市場競争を制限している規格を排除 等

 本作業要点発表を受け、ANSIは示唆を発表
 ANSIによる示唆：

• 中国は規格作成時に“産学共同”モデルを積極的に採用すると予測
• 標準化活動の複雑さが増すにつれ、中国が標準化活動に関わる広
範囲のエコシステムを支援するためにシンクタンク、研究センター及
びサービス複合施設を増設すると予測

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&artic

leid=224e49d

3-e517-4103-

b9a5-

fd47615f8750 

米国 4-U2 NEMAが
車両からイ
ンフラストラ
クチャまで
の通信に

関する規格
を策定

4月17日 道路運行車両CV(Connected Vehicle Infrastructure Technology)

機器と調和のとれた技術仕様を開発するためにNEMAがCVIT 

(Connected Vehicle Infrastructure Technical)委員会の設立を発表
 規定対象：

• 交通信号、スクールゾーンのビーコン、横断歩道、及びその他の国の
道路上の自動車や歩行者の動きを制御する電子機器

 発行スケジュール：
• 2019年末までに完成予定

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://www.n

ema.org/news

/Pages/NEMA

-to-Develop-

Standards-

for-Vehicle-to-

Infrastructure-

Communicati

ons.aspx
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向（1/2）

道路運行車両CV(Connected Vehicle)機器と調和のとれた技術仕様開発のため、
NEMAは新委員会CVIT (Connected Vehicle Infrastructure Technical)の設立を発表

モビリティ

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=224e49d3-e517-4103-b9a5-fd47615f8750
https://www.nema.org/news/Pages/NEMA-to-Develop-Standards-for-Vehicle-to-Infrastructure-Communications.aspx
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米国 4-U3 ANSI無人
航空機シス
テム標準化
共同研究会
へのスポン
サーシップ
の紹介

4月22日 ANSI(米国規格協会)は、2019年7月から2020年6月までの1年間の
UASSC(無人航空機システム標準化協同組合)へのスポンサーシップ提
供の可能性について発表

 UASSCの目標：
• 国際的な調整と適応性を備えた、UAS (無人航空機システム)の米国
の国内空域システムへの安全な統合を容易にするための標準化を
調整し促進

• 民間用、商業用、及び公共の安全アプリケーションに重点を置いて、
無人航空機システム市場の成長を促進

 これまでの活動：
• UASSCは2018年12月に無人航空機システムのための標準化ロー
ドマップ、バージョン1.0を発表。ロードマップは、UASの現在及び将
来の標準化の展望について記載

 今後の活動：
• ロードマップの更新が2019年9月12日にワシントンDCで開催される
キックオフ総会で開始予定

• ロードマップバージョン2.0は、2020年6月末までに発行される予定

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&artic

leid=8d27fdf1

-7baf-4044-

b0ef-

5a18e1ce01a

4

米国 4-U4 Wingの
UAS配送

サービスは
FAA認証を
受ける

4月29日 アルファベットはFAA(米国連邦航空局)から航空会社としての認証を
取得し、同社のWingプロジェクトが、初のUAS(無人航空機システム)

配送サービスとなることを発表
 Google の親会社であるAlphabet Inc.(Alphabet)は、UAS (無人航空機シス
テム)または「無人機」の配達を進めている

 バージニア州南西部で自律的な民間航空配送サービスをテストを実施予定

Society of

Automotive

Engineers

(SAE)

International

https://www.s

ae.org/news/2

019/04/wing%

E2%80%99s-

uas-delivery-

service-has-

faa-

certification
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向（2/2）

ANSIは、来年までの1年間、UASSC(無人航空機システム標準化協同組合)への
スポンサーシップ提供を行う可能性について発表

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=8d27fdf1-7baf-4044-b0ef-5a18e1ce01a4
https://www.sae.org/news/2019/04/wing%E2%80%99s-uas-delivery-service-has-faa-certification
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中国 4-C1 SACが第1

推奨国家
標準計画を
発表

4月4日 SAC(中国国家標準化管理委員会)が自動車関連の12の推奨国内規格
の策定計画を発表

 電気自動車や、自動運転に関連する技術的要件及び情報セキュリティ等に
関する国内推奨規格の策定計画について発表
 策定予定規格：

• 20191066-T-339 Technical requirements for information 

security of remote service and management system for electric 

vehicles

• 20191065-T-339 General technical requirements for motor 

vehicles information security 等

National 

Technical 

Committee of 

Auto 

Standardizatio

n (TNCAS)

http://english.

catarc.org.cn/

StandardRevi

sionEn/detail/

1308.html

中国 4-C2 コネクテッド
＆シェアード
モビリティが
国際的なテ
スト基準を
取得

4月16日 国内外企業間でIAMTS(モビリティテスト及び標準化のための国際アライ
アンス)を締結

 IAMTSは、世界中のスマートで高度なモビリティテストベッドをまとめ、ベスト
プラクティスと手順を共有することで、実装及び開発を行う予定

 製造業者やMaaS(モビリティサービス)企業に、審査可能な物理的及び仮想
的なテスト環境の包括的なポートフォリオを提供予定
 アライアンス締結メンバー

• SAE International、中国自動車技術研究センター、TÜVSÜDグルー
プ、上海SHインテリジェント自動車及び国際輸送革新センター、
ITIC(国際輸送革新センター)、計5機関

Fleet Europe
https://www.fl

eeteurope.co

m/en/smart-

mobility/europ

e/features/con

nected-

shared-

mobility-gets-

international-

testing-

standards?a=

DQU04&t%5

B0%5D=SAE

&t%5B1%5D

=Shared%20

Mobility&t%5

B2%5D=TUV

%20SUD&t%

5B3%5D=Ma

as&curl=1

中国 4-C3 CATARCと
Huaweiが
MoU締結

4月19日 CATARC(中国自動車技術研究センター)とHuaweiは上海での戦略的
コラボレーションに関する覚書に署名(4月17日)

 目的：
• 技術革新、業界標準、テストと認証、及び産業エコロジーなどの主要
分野で協力し、自動車業界の発展と革命を促進

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www cat

arc ac cn/ac

en/content/20

190419/2819

9 html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向

中国では、SACが自動車関連規格の策定計画を発表した他、国内企業間でモビリ
ティテスト及び標準化のためのアライアンスが締結された

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/StandardRevisionEn/detail/1308.html
https://www.fleeteurope.com/en/smart-mobility/europe/features/connected-shared-mobility-gets-international-testing-standards?a=DQU04&t%5b0%5d=SAE&t%5b1%5d=Shared%20Mobility&t%5b2%5d=TUV%20SUD&t%5b3%5d=Maas&curl=1
http://www.catarc.ac.cn/ac_en/content/20190419/28199.html
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ベトナ
ム

4-A1 FPT、ヤマ
ハ発動機、

エコパーク
が共同で自
動運転車を
開発

4月12日 グローバルIT企業FPTは、ヤマハ発動機及び都市デベロッパー
Ecoparkと、自動運転電気自動車の開発についてのMoUを締結

 3社協力により、自律走行車技術の採用を加速し、ベトナムにおけるスマート
公共交通のビジョンが実現予定
 安全規格の取得：

• FPTは自動運転の安全規格であるISO 26262を数年以内に取得
予定

Auto Channel
https://www

.theautocha

nnel.com/n

ews/2019/0

4/11/65968

6-fpt-

yamaha-

motor-and-

ecopark-

join-forces-

to-develop-

self.html

ベトナ
ム

4-A2 FPT、本年
10月に自動
運転車向け
の呼びかけ
アプリを
発表

4月18日 FPTソフトウェアは、ヤマハ発動機とエコパークとの間で自社の自律技術
を使用した電気自動車の自律技術開発を行うことで合意したことを発表

 車両は、車両の正確な検出、自動駐車（搭乗者なし）、さらには障害物を見な
がら速度を調整する機能など、高度な自動運転機能を装備

 10月までに、乗客は自分のスマートフォンのアプリを介して自動運転車を呼
ぶことが可能に

 FPTは、これまでに自動車技術者協会のレベル3の運転オートメーションを取
得しており、2019年末までにもう1つのノッチをアップグレードする予定。
また今後は、レベル5の達成を想定

FPT Software
https://www

.fpt-

software.co

m/tag/driver

-less-cars/
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向（1/3）

ASEANにおいては、ベトナムのIT企業がヤマハやデベロッパー企業と自動運転電気
自動車の開発におけるMoUを締結した

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.theautochannel.com/news/2019/04/11/659686-fpt-yamaha-motor-and-ecopark-join-forces-to-develop-self.html
https://www.fpt-software.com/tag/driver-less-cars/
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A3 シンガポー
ルにおける
自動運転車
の開発と

配備を支援
するための
規格

4月18日 テュフズードの専門家は、シンガポールにおける完全自動運転車の安全
な配備促進のためのガイドライン「Technical Reference 68 (TR68)」の
策定に関与
 シンガポールでは完全自動運転の安全な配備促進のため、明確な仕様を規
定したガイドライン（TR 68）を策定しており、当分野における今後の国際規格
の青写真として使用することが期待される

 テュフズードの専門家は当ガイドラインに係る4つの作業グループのうち3グ
ループにおいて専門的な知識等を提供
 産業界や学術機関、政府機関等から構成される4つのワーキンググルー
プが、車両挙動、車両機能安全、サイバーセキュリティ、データフォーマッ
トの4つの主要分野における規格を開発

TÜV SÜD
https://www

.tuvsud.com

/en/press-

and-

media/2019

/march/tuev

-sued-

involved-in-

the-

developme

nt-of-

provisional-

national-

standards-

to-support-

the-

developme

nt

タイ 4-A4 ARIPOLIS  

- オートメー

ション、ロ
ボット工学、
及びインテ
リジェントエ
レクトロニク
スのための
イノベーショ
ンプラット
フォーム

4月19日 タイ4.0への移行を推進するために、EECiは具体的なロードマップを提示
 タイ科学技術省が運営するEECi（イノベーション特別区）はイノベーション創
出を目指し、ARIPOLIS（自動化・ロボット・人口知能産業都市）を通じた、産
官学及び地域社会、内外の研究開発機関との協力を推進

 EECiは、Thailand 4.0への移行を推進するため、ARIPOLISのロードマップ
を提示
 自動化、ロボット工学、及びインテリジェントエレクトロニクス技術の開発と
アラインしたインフラストラクチャを通じ、6つのターゲット産業の開発を強
化するためのプラットフォームとして設定

Eastern 

Economic 

Corridor of 

Innovation

https://www.e

eci.or.th/en/T

he-Area-Of-

Aripolis/

559

【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向（2/3）

シンガポールでは完全自動運転車の安全な配備促進のためのガイドライン
（Technical Reference 68 (TR68)）策定が進められており、テュフズードも積極的に関与

モビリティ

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.tuvsud.com/en/press-and-media/2019/march/tuev-sued-involved-in-the-development-of-provisional-national-standards-to-support-the-development
https://www.eeci.or.th/en/The-Area-Of-Aripolis/
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モビリ
ティ

タイ 4-A5 タイが
ASEAN

地域で最大
のリチウム
イオン電池
テストセン
ターの拠点
に

4月1日 テュフズードは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）との間で、バンコク
近郊のバッテリーテストセンター設立に関する協力協定を締結

 締結の背景：
• ASEAN地域の国々は巨大な自動車市場を形成しており、中でも自動
車生産の主要国はタイとなっている

 締結の目的及び今後の活動予定：
• ASEAN地域で最大かつ最新のリチウムイオン電池用テストセンターを
建設（総投資額：1,350万ユーロ）

• 当センター設立により、テュフズードとして、現在韓国・日本のバッテ
リー研究室、中国で実施されるテスト研究室との間のギャップを解消

• 電気自動車用の電気駆動バッテリーを中心に、熱帯地域での使用の
ための定置用蓄電システムと電気二輪車用バッテリーのテストも実施
を検討

TÜV SÜD
https://www.tu

vsud.com/en/

press-and-

media/2019/m

arch/thailand-

to-be-

location-for-

largest-test-

centre-for-

lithium-ion-

batteries-in-

the-asean-

region

シンガ
ポール

4-A6 「包括的な
都市開発の
ためのス
マートシティ
の再定義 -

シティイノ
ベーション」

4月22日 日経とNUSエンタープライズは、第2回日経NUSエンタープライズフォー
ラムを共同で開催することを発表

 テーマ：
• 「包括的な都市開発のためのスマートシティの再定義 - シティイノベー
ション」

 関係者（共同開催者）：
• 日経アジアレビュー、日経インテリジェンスグループ、日経コンストラク
ション

 開催日：
• 2019年5月28日

 開催場所：
• シンガポール国立大学のShaw Foundation Alumni House

NIKKEI ASIAN 

REVIEW

https://eventre

gist.com/e/nik

kei nus smar

tcity2019
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向（3/3）

シンガポールでは、日経とNUSエンタープライズにより包括的な都市開発・
スマートシティ構築に係るフォーラムが開催される予定である

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.tuvsud.com/en/press-and-media/2019/march/thailand-to-be-location-for-largest-test-centre-for-lithium-ion-batteries-in-the-asean-region
https://eventregist.com/e/nikkei_nus_smartcity2019
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モビリ
ティ

国際 4-O1 TÜVSÜDは
IAMTSの

チャーター
会員に

4月15日 テュフズードは、米国や中国の関連機関と共同でモビリティテストと標準
化のための国際的なアライアンス（International Alliance for Mobility 

Testing and Standardization: IAMTS）を確立
 IAMTSの目的：

• 自動モビリティの開発と市場投入を効果的に支援するための、スマー
トモビリティ試験環境のための国際ポートフォリオの作成

 IAMTSのメンバー：
• テュフズード
• Society of Automotive Engineers International (SAE)

• China Automotive Technology and Research Center (CATARC)

• Shanghai Intelligent Automotive Center (SIAC)

• International Transportation Innovation Center (ITIC)

TÜV SÜD
https://www.tu

vsud.com/en/

press-and-

media/2019/m

arch/tuev-

sued-is-a-

charter-

member-of-

iamts

国際 4-O2 インテリジェ
ント接続車
両用のワン
ストップソ
リューション
を提供する
ために、
アライアンス
ラボとSGS 

は合弁事業
を設立

4月23日 SGSはIoT試験サービスプロバイダであるAllion Labsとの合弁事業
SGS-ALLION Automotive Communicationsを開始

 Internet of Vehicles(IoV)サプライチェーン向けに、世界クラスのワンストップ
テスト、検査及び認証ソリューションをアジア、ヨーロッパ、アメリカ向けに提供
予定
 サービス内容：

• ロゴ認証(Bluetooth、Wi-Fi、USB Type-C、HDMIなど)

• 製品の互換性、音声認識、信号測定
• ソフトウェア検証、5G通信、Cellular V2X、DSRC V2X、NB-IoTなど
の無線及びRFテスト

• 外国の電気通信事業者のネットワーク認証
• 自動車の安全性と機械的信頼性
• 自動車用EMC 等

SGS
https://www.s

gs.com/en/ne

ws/2019/04/p

artnership-to-

provide-one-

stop-

solutions-for-

intelligent-

connected-

vehicles
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向

テュフズードが米中関連機関とモビリティテストと標準化のための国際的アライアンス
を締結した他、SGSがIoTサービスプロバイダとの合弁企業立ち上げを発表

モビリティ

再掲

テーマ別情報詳細

http://www.tuvsud.com/en/press-and-media/2019/march/tuev-sued-is-a-charter-member-of-iamts
https://www.sgs.com/en/news/2019/04/partnership-to-provide-one-stop-solutions-for-intelligent-connected-vehicles
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資源
循環

欧州 5-E1 循環型経済
ステークホ
ルダー会議

4月 ECは循環型経済行動計画の実施に関する包括的な報告書を採択
(3月4日 @ブリュッセル)

 循環経済ステークホルダー会議が開催され、ANECが出席(3月4日週)

 循環経済ステークホルダー会議内容：
• 循環型経済行動計画の成果が発表され議論

 報告書内容(抜粋)：
• 採択後3年で、循環型経済行動計画は完全に完成
• 2016年には、修理、再利用、リサイクルなどの循環型活動により、約

1,470億ユーロの付加価値が生み出され、約175億ユーロ相当の投
資を計上

• 2016年には循環型経済に関連する部門が2012年と比較し6％増の
400万人を超える労働者を雇用

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019

フラン
ス

5-E2 2019年4月
3日エコ

デザイン：
AFNOR

認定とエコ
デザイン
ポールが
新しい評価
モデルを
発表

4月3日 AFNORとエコデザインポールが新しいエコデザインの評価モデルを発表
 評価システム概要：

• 自社の製品やサービスのエコデザインプロセスに成功したことを認定
することを希望する企業に対し、新しい評価システムを試行

• それはエコデザインポールの直接の援助で開発
 背景：

• 循環経済に関する政府のロードマップと2019年に策定予定の法律に
よって、企業がリサイクルに由来する原材料をより多くの自社製品に
取り込むことになる予定

• 新しいエコデザイン評価モデルは、企業がエコデザインを強化してい
ることを証明可能

 エコデザインポール概要：
• ライフサイクルを通じたエコデザインとパフォーマンスの向上推進を
目的として2008年に設立

• ADEME(フランス環境エネルギー管理庁)、環境省、AFNOR、ISO、
UNEP(国連環境計画)等の組織に専門知識を共有

フランス規格
協会(AFNOR)

https://www af

nor org/press

e avril2019/e

co-

conception-

afnor-

certification-

et-le-pole-

eco-

conception-

modele-

evaluation/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向（1/3）

ECが循環型経済行動計画の実施に関する包括的な報告書を採択したほか、
AFNORとエコデザインポールが新しいエコデザインの評価モデルを発表

資源循環テーマ別情報詳細

http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
https://www.afnor.org/presse_avril2019/eco-conception-afnor-certification-et-le-pole-eco-conception-modele-evaluation/
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ドイツ 5-E3 VDE / DKE

とVDE / 

FNNは将来
のヨーロッ
パの電力網
をさらに発
展させる

4月10日 EN 50549の策定に関与しているDINの国内委員会(DKE / K 261)は、
当規格を補完するVDE-AR-N 4105を独自に策定

 再生可能エネルギーのグリッド統合は、エネルギー転換の主軸となることか
ら、VDE / DKEは、新しいEN 50549シリーズの規格策定に関与する他、固
有要件を定める域内規格EN50549を策定
 EN 50549シリーズ規格：

• 名称：Requirements for generating plants to be connected in 

parallel with distribution networks

• 概要：発電機のグリッド接続要件を含むネットワークコードを規定する
EU規則(Regulation(EU)2016/631)とアライン

 VDE-AR-N 4105規格：
• 名称：Power Generating Plants Connected to the Low-voltage Grid

• 概要：EN 50549シリーズの規格を補完するため、VDE / DKEによって
ドイツにおける固有の要求事項について詳述

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/europ

aeische-

network-

codes

欧州 5-E4 高/低ILUC

リスクバイオ
燃料に関す
る欧州委員
会草案代行
法に関する
ECOSの
コメント

4月11日 ECOSは欧州委員会が採択した「高ILUCリスク」に分類される燃料が
パーム油ベースのバイオ燃料だけではスコープが限定的であると指摘

 パーム油のみではなく大豆油ベースのバイオ燃料も深刻な森林減少につな
がる「高ILUCリスク」であるという証拠が増加していることを指摘

 2021年の採択見直し時まで、スコープの拡大に向けた働きかけを実施予定
であることを表明

ECOS

Standard

http://ecostan

dard.org/ecos

-feedback-on-

the-european-

commission-

draft-

delegated-

act-on-high-

and-low-iluc-

risks-biofuels/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向（2/3）

ドイツがEN規格を補完する独自の規格を策定。また、ECOSは欧州委員会のバイオ
燃料に関する採択に対し意見を発出した

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/europaeische-network-codes
http://ecostandard.org/ecos-feedback-on-the-european-commission-draft-delegated-act-on-high-and-low-iluc-risks-biofuels/
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欧州 5-E5 循環経済に
おける規格

4月 ANECはG7 Alliance Workshopに参加 (3月20日～21日@パリ)
 ワークショップ内容：

• 環境情報の標準化のサプライチェーンにおける使用可能性
• ビジネスにおける標準の適用

 ワークショップ結果：
• 国際標準化は、バリューチェーンをより循環させ「かつ資源効率を向
上させることが可能

• 欧州レベルと国際レベルの双方で規格の策定に資源効率と循環型
経済目標を明確に統合させることが重要

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019

英国 5-E6 IoT-次は何
か？

4月17日 BSIは“The Digital World: IoT” の開催を発表
(9月20日@ロンドン予定)

 会議内容：
• IoTで次に何が起きるのかを探り、業界や政府のリーダーが最新情
報を共有

 討議内容(予定)：
• エッジコンピューティング
• AIとブロックチェーン
• 農業
• スマートシティ
• コネクテッドカーと車両
• IoTのセキュリティとプライバシー
• IoTの研究開発からスケールへの移行
• 英国のIoT行動規範 等

英国規格協会
(BSI)

https://shop.b

sigroup.com/

Navigate-

by/Conferenc

es/Conferenc

es/Now-

Booking/The-

Digital-World-

IoT/The-

Digital-World-

IoT/? ga=2.1

3557815.148

8768956.155

7728187-

1098086072.

1509377017
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向（3/3）

英国BSIによりIoTやAI、ブロックチェーン分野について討議を行うイベントの開催
が発表された

資源循環

再掲

テーマ別情報詳細

http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
https://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Conferences/Conferences/Now-Booking/The-Digital-World-IoT/The-Digital-World-IoT/?_ga=2.13557815.1488768956.1557728187-1098086072.1509377017
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米国 5-U1 中国の2019

年国家標準
化作業計画
は優先分野
を強調

4月11日 ANSIはSAC(中国標準化管理局)が2019年国家標準化作業要点(作業
計画)を発行したと発表(2月25日)

 目的：
• 経済的・社会的発展を改善
• 製品及びサービスの品質と安全性向上ならびに、標準化活動の強化

 内容：
• 一帯一路の国々における国際規格と国内規格の統合に向け支援
• WTOの規則と原則に従って規格を策定し公表
• 強制規格の数を減らし、部門別規格と地域規格を統合
• 現地の規格管理を強化し、市場競争を制限している規格を排除 等

 本作業要点発表を受け、ANSIは示唆を発表
 ANSIによる示唆：

• 中国は規格作成時に“産学共同”モデルを積極的に採用すると予測
• 標準化活動の複雑さが増すにつれ、中国が標準化活動に関わる広
範囲のエコシステムを支援するためにシンクタンク、研究センター及
びサービス複合施設を増設すると予測

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&artic

leid=224e49d

3-e517-4103-

b9a5-

fd47615f8750 

米国 5-U2 Intertekは
第14回国際
食品包装
規制に関す
る国際シン
ポジウムを
主催

4月16日 Intertekは第14回国際食品包装規制に関する国際シンポジウムを主催
(6月11日～14日@メリーランド州ボルチモア 予定)

 開催内容：
• プラスチック等食品包装材のグローバルマーケティングに係る規制上
の問題等について、米国FDAの指導や中国の規制制度の紹介等を
通じ討議を予定

 参加者：
• 政府・産業界・科学機関の専門家

Intertek Group
http://www.int

ertek.com/eve

nts/2019/04-

16-plastics-

international-

symposium-

2019/
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向

Intertekはプラスチック等食品包装材のグローバルマーケティングに係る規制上の問題
を討議すベく、国際食品包装規制に関する国際シンポジウムを主催する予定

資源循環

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=224e49d3-e517-4103-b9a5-fd47615f8750
http://www.intertek.com/events/2019/04-16-plastics-international-symposium-2019/
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中国 5-C1 有害廃棄物
処理、処分
及び資源利
用に関する
国家標準化
ワーキング
グループが
正式に設立

4月9日 SACが新規作業部会(SAC / TC415 / WG4)の設立を発表(4月3日)
 国内製品リサイクルの基礎と管理の標準化技術委員会、危険廃棄物の処理、
処分及び資源の利用に関する標準化作業部会を設立し、会議を開催
 出席者：

• 中国生態環境省固形廃棄物・化学物質管理技術センター、中国国
家標準化研究所、中国環境科学アカデミー、清華大学、南京環境科
学研究所、上海環境大学、上海大学、ハルビン工科大学、等関連す
る政府機関、科学研究機関、学術団体、業界代表 (約100人)

中国標準化
研究院(CNIS)

http://www.cni

s.gov.cn/xwdt

/bzhdt/201904

/t20190409 2

4830.shtml

567

【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向

中国においては有害廃棄物の処分や資源利用に関する標準化を協議する新規作業
部会の設立が発表された

資源循環テーマ別情報詳細

tp://www.cnis.gov.cn/xwdt/bzhdt/201904/t20190409_24830.shtml
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シンガ
ポール

5-A1 報告の
準備完了：
シンガポー
ルの企業は
どのように
新たな
包装に係る
マンデート
の準備をし
ているか

4月15日 シンガポール政府は、包装廃棄物への意識を高め、企業のエコビジネス
促進を図るため、2020年に義務的な報告要件を導入することを決定。
これに対する企業の取り組みを紹介

 新たな報告要件の内容：
• 包装廃棄物を管理するためのEPR (Extended Producer 

Responsibility)の枠組みに基づく
2021年より年次報告書を提出。報告書には、シンガポールの市場
に投入した包装の種類・量、包装のための3R （Reduce, Reuse, 

Recycle)の計画を詳述
 当報告の対象者：

• シンガポール市場において包装を投入する年間売上高1,000万ドル
以上の製造業者、ブランドオーナー、輸入業者、スーパーマーケット

Eco-Business
https://www.e

co-

business.com

/news/ready-

to-report-how-

singapore-

firms-are-

preparing-for-

new-

packaging-

mandate/

ベトナ
ム

5-A2 中古機械、
設備、技術
ラインの輸
入において
何に注意を
払うべきか

4月25日 ベトナム政府は、使用済みの機械、設備、技術の輸入を規制する決定
（18/2019 / QD-TTg）を発行（2019年6月15日発効予定）

 輸出国が品質の低下や環境汚染のために排除する使用済み機器・設備・技
術チェーンの輸入については許可せず、ベトナム企業の生活向上に直接貢
献する機会・設備・技術ラインの輸入のみ許可することを決定

 使用済みラインの輸入基準：
• 安全性・省エネルギー性、環境保護に関するQCVNに適合した規格
に沿って製造されているもの
（対応するQCVNがない場合は、TCVNの技術基準或いはG7諸国・
韓国のいずれかの国家規格に従う）
※中古機械及び設備の輸入基準：設備の年数は10年以内
※使用済みラインの輸入基準：容量は設計容量の85％以上

VINACONTRO

L Group 

Corporation

http://www.vin

acontrol.com.

vn/news/nhap

-khau-may-

moc-thiet-bi-

day-chuyen-

cong-nghe-

da-qua-su-

dung

568

【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向

ベトナム政府が使用済みの機械、設備、技術の輸入を規制する決定を発行し、
輸入基準に先進諸国の基準を採用する旨規定

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.eco-business.com/news/ready-to-report-how-singapore-firms-are-preparing-for-new-packaging-mandate/
http://www.vinacontrol.com.vn/news/nhap-khau-may-moc-thiet-bi-day-chuyen-cong-nghe-da-qua-su-dung
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4月のピックアップ
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2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント
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ドイツ 6-E1 自動化され
たネット
ワーク

4月1日 IECがIEC 61850シリーズの一部となる草案を現在作成中である旨紹介
 HMI(ヒューマンマシンインターフェース)の使用を含む、デジタル開閉装置の
実装に必要な設定言語を定義するための新しい規格を策定
 規定目的：

• 関連するすべてのデータマッピングとグラフィカルレンダリングを含む、
HMIアプリケーションの自動生成

• 開閉装置システムを手動で構成する必要がなくなり、リソースをより
効率的に使用することでユーティリティの時間とコストを節約

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/autom

atisierung-

des-

stromversorg

ungsnetzes 

英国 6-E2 エネルギー
技術基準リ
スト(ETCL)

と要求値

4月2日 英ビジネス・エネルギー・産業戦略省はETCL (エネルギー技術基準リス
ト)と要求値を発表

 発表されたエネルギー技術リストには、英国政府のECA(省エネルギー強化
資本金)スキームに適合する技術及び省エネ適合基準を規定
 規定内容：

• 各技術クラスにおいて適合すべき省エネ基準の詳細を含むエネル
ギー技術基準リスト

• 基準適合を認定された各種製品のリスト 等

Department for 

Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://www.g

ov.uk/govern

ment/publicati

ons/eligibility-

criteria-for-

technologies-

that-qualify-

for-the-

energy-

saving-

enhanced-

capital-

allowance-

scheme

570

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（1/6）

DKEがIEC 61850シリーズの一部となる新規規格が策定中であることを発表した他
英ビジネス・エネルギー・産業戦略省はエネルギー技術基準リストと要求値を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/automatisierung-des-stromversorgungsnetzes
https://www.gov.uk/government/publications/eligibility-criteria-for-technologies-that-qualify-for-the-energy-saving-enhanced-capital-allowance-scheme
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欧州 6-E3 105団体が
信頼可能な
ブロック
チェーン
申請書に関
する新規国
際協会の
取り組みを
発表

4月3日 DLT(完全分散元帳技術)エコシステムを代表する105の組織が、新しい
プラットフォームであるINATBA(New International Association of 

Trusted Blockchain Applications)への取り組みを発表し、欧州委員
会本部にて合同で署名

 署名目的：
• 信頼に基づくグローバルな枠組みの開発により、ブロックチェーン技
術の使用を促進

• 相互運用性のガイドライン、仕様、及び世界標準の開発と採用を支
援し、信頼性の高い追跡可能なユーザー中心のデジタルサービスを
強化

 署名内容：
• 相互運用性とセクター特有のガイドラインと規格、透明で包括的なガ
バナンス、及び規制当局との継続的な建設的対話の実施

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry

(COCIR)

https://www.c

ocir.org/media

-centre/press-

releases/articl

e/105-

organisations-

announce-

new-

international-

association-

of-trusted-

blockchain-

applications-

inatba.html

ドイツ 6-E4 VDE / DKE

とVDE / 

FNNは将来

のヨーロッ
パの電力網
をさらに
発展させる

4月10日 EN 50549の策定に関与しているDINの国内委員会(DKE / K 261)は、
当規格を補完するVDE-AR-N 4105を独自に策定

 再生可能エネルギーのグリッド統合は、エネルギー転換の主軸となることか
ら、VDE / DKEは、新しいEN 50549シリーズの規格策定に関与する他、固
有要件を定める域内規格EN50549を策定
 EN 50549シリーズ規格：

• 名称：Requirements for generating plants to be connected in 

parallel with distribution networks

• 概要：発電機のグリッド接続要件を含むネットワークコードを規定する
EU規則(Regulation(EU)2016/631)とアライン

 VDE-AR-N 4105規格：
• 名称：Power Generating Plants Connected to the Low-voltage 

Grid

• 概要：EN 50549シリーズの規格を補完するため、VDE / DKEによっ
てドイツにおける固有の要求事項について詳述

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/europ

aeische-

network-

codes
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（2/6）

DLT(完全分散元帳技術)エコシステムを代表する105の組織が、新しいプラットフォーム
INATBAを形成。また、DINが既存のEN規格を補完する独自の規格を策定

エネルギーマネジメント

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.cocir.org/media-centre/press-releases/article/105-organisations-announce-new-international-association-of-trusted-blockchain-applications-inatba.html
https://www.dke.de/de/news/2019/europaeische-network-codes
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欧州/

スペイ
ン

6-E5 テュフズード
は
ESTEYCO

に認証を
付与

4月23日 テュフズードは深海域でのWTG（洋上風力発電装置）実現のための
サポート構造の認証を開発し付与

 スペインのエンジニアリング会社及びコンサルティング会社であるESTEYCO

のリーダーシップの下で進められる産業コンソーシアムのパイロットプロジェク
ト（ELISA/ELICAN）では、浮体式基礎を使用した深海域での洋上風力発電
装置を検討

 テュフズードは当サポート構造を安全かつ確実に実現するための新たな認証
手順を開発

 当認証をビルバオで開催されたWindEurope2019にて付与

TÜV SÜD
https://www.tu

vsud.com/en/

press-and-

media/2019/a

pril/tuev-sued-

presents-

certificate-to-

esteyco

英国 6-E6 インターテッ
クの専門家
が業界で
認められた
腐食管理

ガイドライン
に貢献

4月23日 インターテックはEI (Energy Institute )の出版物「Guidance for 

Corrosion Management in Oil and Gas Production and 

Processing」の更新に貢献
 Intertek Production・Integrity Assuranceの主任コンサルタントである

Duncan氏は、共同編集者及び寄稿者として当出版物の策定に関与
 当出版物では、エネルギー分野の腐食メカニズムや管理システム・プロセス
を規定

Intertek Group
http://www.int

ertek.com/ne

ws/2019/04-

23-corrosion-

management-

guidelines/

欧州 6-E7 Battery 

2030+大規
模研究イニ
シアチブの
進展

4月25日 欧州委員会は、電池に関する戦略的行動計画の実施に関する報告書を
発表

 過去1年間に達成された進歩として先進の電池技術に関するEUの大規模か
つ長期的な研究イニシアチブであるBattery 2030+の発出を紹介
 第1段階：

• Battery 2030+ Manifestoの発行により完了(2018年12月)

• イニシアチブのビジョン、論理的根拠、目的及び優先順位を概説し、
学術及び産業界の利害関係者と共同で作成

 第2段階：
• Battery 2030+イニシアチブのための詳細な研究ロードマップを作成
するために、FETワークプログラム2019の下で資金提供された50万
ユーロを活用し1年間の調整及び支援を開始 (2019年3月)

European 

Commission

(EC)

https://ec.euro

pa.eu/digital-

single-

market/en/ne

ws/progress-

battery-2030-

large-scale-

research-

initiative
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（3/6）

欧州委員会は、電池に関する戦略的行動計画、研究イニシアティブ（Battery 2030+）
の推進に関する報告書を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.tuvsud.com/en/press-and-media/2019/april/tuev-sued-presents-certificate-to-esteyco
http://www.intertek.com/news/2019/04-23-corrosion-management-guidelines/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/progress-battery-2030-large-scale-research-initiative
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欧州 6-E8 ANECデジ
タルソサイ
エティWGを
開催

4月 Digital Society WGは年次総会を実施（3月21~22日）
 総会内容：

• DG CONNECT(Aristotelis Tzafalias)が参加し、サイバーセキュリ
ティ法について議論

• AＩに関するハイレベル専門家グループ、及びAIに関するCEN-

CENELECフォーカスグループのメンバー更新

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization 

(ANEC)

http://www.an

ec.eu/publicat

ions/newslett

ers/804-

putting-the-

world-to-

rights-on-

connected-

products-

anec-e-

newsletter-ed-

3-2019

欧州 6-E9 ETSI AIサ
ミットにおい
て広い視野
から検討を
実施

4月5日 ETSI AIサミットが開催され、学界、産業界、各国政府代表、欧州委員会
など様々な分野から約200名が参加

 イベント内容：
• AIの歴史解説
• 電気通信業界のAI

• Industry4.0及び製造業におけるAIと機械学習の役割
• 欧州委員会によるEUにおけるAIに対するビジョンの提示、イニシア
チブやAIを利用したツールの説明

 イベントを通じたETSI見解：
• 標準は相互運用性を保証するものであり、用語との定義の確立、そ
してシステム化されたアジャイルガバナンス管理を可能とするために
標準が必要

• 信頼できるAIフレームワークと信頼を可能にするための「認証」プロ
セスも必要

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/news/158

1-2019-04-

etsi-artificial-

intelligence-

summit-puts-

things-into-

perspective?jj

j=155617175

9437

573

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（4/6）

Digital Society WGが年次総会を実施した他、ETSI AIサミットにおいて
各界の専門家によるAI活用の討議がなされた

エネルギーマネジメント

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

http://www.anec.eu/publications/newsletters/804-putting-the-world-to-rights-on-connected-products-anec-e-newsletter-ed-3-2019
https://www.etsi.org/newsroom/news/1581-2019-04-etsi-artificial-intelligence-summit-puts-things-into-perspective?jjj=1556171759437
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欧州 6-E10
(

oneM2Mが
「今年のトッ
プIoT標準
化機関」とし
て発表

4月17日 IoT、モバイル、及びエマージングテクノロジーの第7回Compass 

Intelligence Awardsの受賞者が発表され、 oneM2Mが「Top IoT 

Standards Body of the Year」のカテゴリーで優勝（4月8日）
 ETSIは他の6つの標準化団体、ARIB、ATIS、CCSA、TTA、TTC及びTIAと
共にoneM2Mパートナーシッププロジェクトの創設パートナー
 oneM2M概要：

• ICT規格の規格開発機関の1つ
• Machine-to-Machine及びIoTテクノロジの要件、アーキテクチャ、

API仕様、セキュリティソリューション、及び相互運用性が対象
• スマートグリッド、コネクテッドカー、ホームオートメーション、公安、健
康などのアプリケーションやサービスをサポートするためのフレーム
ワークを提供

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute (ETSI)

https://www.et

si.org/newsro

om/news/158

2-2019-04-

onem2m-

announced-

as-the-top-iot-

standards-

body-of-the-

year

ドイツ 6-E11 
(

AI and 

Industry 4.0

に関する
VDE | DKE

安全機能
会議

4月17日 機能安全に関するVDE | DKE会議において "Industry 4.0"と
"Artificial Intelligence"の開発について討議
 AIを保護するための技術が未確立であり、更なるAI研究の必要性に同意

 討議内容：
• 自動運転に対する機械学習ベースの知覚の安全性の検証
• 機能的に安全なAIへの構造化アプローチ
• ニューラルネットワークの評価における安全関連用途への適合性
• 自律及び協調システムのための機能安全

 討議を受けたDKE見解：
• 自律/認知システムとAIを組み合わせた規格策定が必要

 国際規格におけるAIの状況：
• ISO 26262(Road Vehicles - Functional Safety)の第2版を発行。但
しAIはスコープ外

• IEC 61508シリーズが改訂中であり、最初のドラフトが2020年に出版
される予定。AIについて先駆的な役割を果たすことを期待

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/vde-

dke-kongress-

funktionale-

sicheheit-

industrie40-ki
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（5/6）

機能安全に関するVDE | DKE会議において “Industry 4.0”と
“Artificial Intelligence”の開発について討議がなされた

エネルギーマネジメント

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/news/1582-2019-04-onem2m-announced-as-the-top-iot-standards-body-of-the-year
https://www.dke.de/de/news/2019/vde-dke-kongress-funktionale-sicheheit-industrie40-ki
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英国 6-E12
(

IoT-次は何
か？

4月17日 BSIは“The Digital World: IoT” の開催を発表
(9月20日@ロンドン予定)

 会議内容：
• IoTで次に何が起きるのかを探り、業界や政府のリーダーが最新情
報を共有

 討議内容(予定)：
• エッジコンピューティング
• AIとブロックチェーン
• 農業
• スマートシティ
• コネクテッドカーと車両
• IoTのセキュリティとプライバシー
• IoTの研究開発からスケールへの移行
• 英国のIoT行動規範 等

英国規格協会
(BSI)

https://shop.b

sigroup.com/

Navigate-

by/Conferenc

es/Conferenc

es/Now-

Booking/The-

Digital-World-

IoT/The-

Digital-World-

IoT/? ga=2.1

3557815.148

8768956.155

7728187-

1098086072.

1509377017

ドイツ 6-E13 
(

倫理的問題
を検討：
標準化とAI

の標準化

4月25日 倫理的な標準化及び自律機械と車両におけるAIのための標準化プロ
ジェクトのキックオフイベントを開催し50名が参加(4月3日)

 背景：
• 過酷な環境下での自律機械の使用や、ヘルスケアや介護分野にお
けるAIの使用について議論が派生

• 技術開発におけるAIの倫理的側面の考慮が重要視され、政府も倫
理的側面を考慮に入れたAIの標準化について関心を表明

 目的：
• 業界標準、研究業界、及び政治業界の専門家と協力し、技術標準の
倫理的支援方法を説明する標準化ロードマップの作成

 プロジェクト概要：
• 連邦経済エネルギー省によって資金提供され、DINとVDE | DKEが
運営

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www.d

ke.de/de/new

s/2019/ethika

spekte-

beruecksichti

gen
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（6/6）

DKEでは、倫理的なAI分野標準化に向けたプロジェクトのキックオフイベントを開催

エネルギーマネジメント

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

ps://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Conferences/Conferences/Now-Booking/The-Digital-World-IoT/The-Digital-World-IoT/?_ga=2.13557815.1488768956.1557728187-1098086072.1509377017
https://www.dke.de/de/news/2019/ethikaspekte-beruecksichtigen
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米国 6-U1 新規格は
電気エネル
ギー貯蔵
システムの
性能要件を
定義

4月9日 電気エネルギー貯蔵システムの性能を均一に測定し表現するためのプ
ロトコルNEMA ESS 1-2019を発出
 本プロトコルは、ESS(電気エネルギー貯蔵システム)を特徴付け、その性能
を測定し報告するための一連のベストプラクティスを提供
 規定目的：

• 異なるESSの比較の際に有効かつ正確な基礎を提供すること
• さまざまな定置用途のためのESSの選択において、より多くの情報に
基づいた意思決定が可能となること

Green Car 

Congress

https://www.g

reencarcongr

ess.com/2019

/04/20190410

-nema.html

米国 6-U2 中国の2019

年国家標準
化作業計画
は優先分野
を強調

4月11日 ANSIはSAC(中国標準化管理局)が2019年国家標準化作業要点
(作業計画)を発行したと発表(2月25日)

 目的：
• 経済的・社会的発展を改善
• 製品及びサービスの品質と安全性向上ならびに、標準化活動の強化

 内容：
• 一帯一路の国々における国際規格と国内規格の統合に向け支援
• WTOの規則と原則に従って規格を策定し公表
• 強制規格の数を減らし、部門別規格と地域規格を統合
• 現地の規格管理を強化し、市場競争を制限している規格を排除 等

 本作業要点発表を受け、ANSIは示唆を発表
 ANSIによる示唆：

• 中国は規格作成時に“産学共同”モデルを積極的に採用すると予測
• 標準化活動の複雑さが増すにつれ、中国が標準化活動に関わる広
範囲のエコシステムを支援するためにシンクタンク、研究センター及
びサービス複合施設を増設すると予測

米国規格協会
(ANSI)

https://www.a

nsi.org/news

publications/n

ews story?m

enuid=7&artic

leid=224e49d

3-e517-4103-

b9a5-

fd47615f8750 
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（1/2）

米国ではNEMAが電気エネルギー貯蔵システムに関するプロトコルを策定したことが
発表された

エネルギーマネジメント

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.greencarcongress.com/2019/04/20190410-nema.html
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=224e49d3-e517-4103-b9a5-fd47615f8750
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米国 6-U3 5月6〜9日
にヒュースト
ンで開催さ
れる
Offshore 

Technology 

Conference

にて
DeepView 

3Dを統合さ

れた革新的
なサービス
として発表

4月29日 Intertekは、Offshore Technology ConferenceにおいてDeepView 

3Dを包括的かつ革新的な統合されたサービスとして発表
(5月6日～9日@ヒューストン 予定)

 Conference概要：
• 石油及びガス分野の専門家が集まる業界最大の会議の1つ
• 専門知識・技術・製品・サービス・ベストプラクティス交換のためのプ
ラットフォームを提供

 IntertekのConference参画：
• 5月6日のModel-Based Digitization of Engineering Systemsのプ
レゼンテーションにおいて、Intertekの当分野専門家がDeepView 

3Dソリューションを活用した「革新的なデジタル検査方法」について
発表予定

Intertek Group
http://www.int

ertek.com/ne

ws/2019/04-

29-deepview-

3d-enhanced-

inspection-

otc/

577

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（2/2）

米国ではIntertekがOffshore Technology Conferenceにおいて、独自の検査方法に
関連するDeepView 3Dソリューションを発表する予定

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://www.intertek.com/news/2019/04-29-deepview-3d-enhanced-inspection-otc/
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中国 6-C1 国家標準化
委員会は
GB 31241

のための

改訂計画を
発表

4月9日 リチウムイオン電池産業の健全かつ持続可能な開発を促進するために、
GB 31241-2014を改訂

 180のメンバーから構成される産業情報技術部リチウムイオン電池安全基準
タスクフォースが主導

 当タスクフォースはリチウムイオン電池に関わる規格を担当し、GB 31241-

2014の改訂にも関与
 改定までのスケジュール：

• GB 31241-2014「携帯用電子製品のためのリチウムイオン電池及び
電池パックの安全要件」第1修正フォームをリリース
(2017年11月1日)

• 当規格を正式発効(2018年2月1日)

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

4973.html 

中国 6-C2 2019年グ

リーンコン
ピューティン
グ標準と
産業サミット
の引き受け

4月11日 2019年Green Computing Standards and Industry Summitを
GCC(由绿色计算产业联盟)が主催、CESI(中国電子技術標準化研究院)

が事務局となり開催(4月9日)
 グリーンコンピューティング業界の生態学的発展と成熟を加速させる上での

GCCの貢献と成果の確認を実施
 サミット参加者：

• Huawei、Arm、CEC、Innovation、CCIX、Linaro、ChinaSoft、
Weiyun、Shanghai Jiaotong大学、China Electronics Technology、
Renda Jincang等の企業の他、グリーンコンピューティング技術、規
格、アプリケーションなどに関する専門家や学者

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

4980.html 
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（1/2）

中国においてはリチウムイオン電池に関するGB規格が改訂された他、グリーン
コンピューティングの標準化に関するサミットが開催された

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201904/4973.html
http://www.cesi.cn/201904/4980.html
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中国 6-C3 国家AI専門
家諮問

グループは
北京で特別
報告書を検
討するため
の検討会を
開催

4月25日 国家AI標準システム構築ガイド、AI標準化とオープンソース研究、AIと社
会倫理標準化研究の3つの特別報告を実施

 出席者：
• 中国電子標準化研究所副部長
• 国家AI標準化グループの事務総長
• 3つの特別グループリーダーと副リーダーユニットの代表

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

5032.html

中国 6-C4 全国AI標準
化グループ
の第2回総
会を開催

4月28日 国家AI標準化グループの第2回総会を開催(4月25日@南京)
 決定事項：

• 「国家新世代AI標準システム構築ガイド」の発行の推進
• オープンソースや倫理などの新しい問題に関する詳細な研究
• AI関連標準要件収集作業の第2バッチを実施
• 標準化研究結果を公表

 出席者：
• AI分野の関連技術委員会、民間企業

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.ce

si.cn/201904/

5045.html

579

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（2/2）

国家AI専門家諮問グループによる検討会の開催や国家AI標準化グループの総会が
開催される等、AI分野の標準化に向けた討議が進められている

エネルギーマネジメント

再掲

再掲

テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201904/5032.htm
http://www.cesi.cn/201904/5045.html
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ベトナ
ム

6-A1 ベトナムは
再生可能な
製品の実現
可能性検討
の機会を受
け入れ

4月 2010年、首相は2020年までに未焼成建材の開発に関する国内プログラ
ムを承認

 ベトナムのUNDP(United Nations Development Programme)と地球環境基
金は、「未焼成の生産と使用の促進」というプロジェクトを後援することで、汚
染削減の取り組みを支援

 UNDPは、政府、科学技術省、及び23社と協力して、未焼成れんがの規格を
改善し、製造スケジュールを改善する方法を検討

Vietnam

News

https://vietna

mnews.vn/opi

nion/518450/v

iet-nam-

embraces-

opportunities-

to-be-

renewable-

viable.html#D

XtJDKTYLAB

c2fPt.97

ベトナ
ム

6-A2
再

第42回アジ
ア太平洋地
域標準
フォーラム

4月17日 第42回太平洋アジア規格会議（PASC - 太平洋地域標準会議）フォーラ
ムが開催され、ベトナムが国際標準化活動の推進について議論
（＠ニュージーランド、ウェリントン）

 参加機関：
• 19の加盟国の標準化機関、ISO・IEC・ITU・APML・AMLF・

COPANTなどの国際・地域の標準化機関の代表者
 討議内容：

• AI等の新技術の出現に対する課題と機会
• ロボット、ブロックチェーン、IoT に関連する国家標準、国際標準

 本フォーラムにおけるベトナムの活動：
• オーストラリア規格協会（AS）、アメリカ試験協会（ASTM）、アメリカ試
験協会（UL）と討議

• ISO議長とベトナムの国内標準（TCVN）の国際標準化推進の方法に
ついて議論

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 

(STAMEQ)

https://tcvn.go

v.vn/2019/04/

dien-dan-tieu-

chuan-cac-

nuoc-khu-vuc-

chau-a-thai-

binh-duong-

lan-thu-42/

580

【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（1/3）

太平洋地域標準会議（PASC）が開催され、ベトナムの代表団が各国の標準化機関
と討議を行った旨発表がなされている

エネルギーマネジメント

再掲

テーマ別情報詳細

https://vietnamnews.vn/opinion/518450/viet-nam-embraces-opportunities-to-be-renewable-viable.html#DXtJDKTYLABc2fPt.97
https://tcvn.gov.vn/2019/04/dien-dan-tieu-chuan-cac-nuoc-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-lan-thu-42/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

エネル
ギー
マネジ
メント

タイ 6-A3 タイが
ASEAN

地域で最大
のリチウム
イオン電池
テストセン
ターの拠点
に

4月1日 テュフズードは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）との間で、バンコク
近郊のバッテリーテストセンター設立に関する協力協定を締結

 締結の背景：
• ASEAN地域の国々は巨大な自動車市場を形成しており、中でも自動
車生産の主要国はタイとなっている

 締結の目的及び今後の活動予定：
• ASEAN地域で最大かつ最新のリチウムイオン電池用テストセンターを
建設（総投資額：1,350万ユーロ）

• 当センター設立により、テュフズードとして、現在韓国・日本のバッテ
リー研究室、中国で実施されるテスト研究室との間のギャップを解消

• 電気自動車用の電気駆動バッテリーを中心に、熱帯地域での使用の
ための定置用蓄電システムと電気二輪車用バッテリーのテストも実施
を検討

TÜV SÜD
https://www.tu

ev-

sued.de/comp

any/press/ne

ws/tuev-sued-

thailand-to-

be-location-

for-largest-

test-centre-

for-lithium-

ion-batteries-

in-the-asean-

region

タイ 6-A4 SGSはチョ
ンブリの
起業家を
対象とする
セミナー「Be

Sustainabl

e Energy 

Manageme

nt System  

with ISO 

5001:2018」
を構築

4月18日 SGSは企業家向けにエネルギーマネジメントシステム（ISO50001）に
係るセミナーを開催

 当セミナーにおいては、企業によるISO 50001：2018導入のための準備方法
に焦点を当て、参加者自身の経験やアイデアを共有するためのワークショッ
プを実施

S.G.S. 

(Thailand) 

Limited

https://www.s

gs.co.th/en/ne

ws/2019/03/is

o-50001-26-

mar-19
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（2/3）

テュフズードは、タイの工業省とタイ自動車協会（TAI）との間で、バンコク近郊の
リチウムイオン電池に係るバッテリーテストセンター設立に向けた協力協定を締結

エネルギーマネジメント

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.tuev-sued.de/company/press/news/tuev-sued-thailand-to-be-location-for-largest-test-centre-for-lithium-ion-batteries-in-the-asean-region
https://www.sgs.co.th/en/news/2019/03/iso-50001-26-mar-19


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

エネル
ギー
マネジ
メント

シンガ
ポール

6-A5 破壊的
技術と新
サービス
モデル：

国際標準の
役割
6月24日 -

6月25日

4月 サービス分野における標準化とテクノロジー・ビジネスモデルの融合につ
いて、国際ワークショップにて議論(6月24日-25日@シンガポール予定)

 サービスに関する国際標準がサービス分野において新技術とビジネスモデル
をどのように創出できるか、という点に焦点を当て、標準化の利点、それらを
効果的に実装する方法、サービス標準化の潜在的な分野について議論
 標準化の対象分野：

• 人工知能、ビッグデータ、Eコマース、サイバーセキュリティ、ブロック
チェーン等

 開催期間：
• 2019年6月24日-25日

 参加者：
• ISOメンバー及びパートナー、サービス部門の業界関係者、消費者団
体、政府・規制当局の政策立案者

Pacific Area 

Standards 

Congress 

(PASC)

https://pascne

t.org/event/dis

ruptive-

technologies-

and-new-

service-

models-the-

role-of-

international-

standards/
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向（3/3）

サービス分野における標準化とテクノロジー・ビジネスモデルの融合について、
シンガポールでの国際ワークショップにて議論がなされる予定

エネルギーマネジメント

再掲

テーマ別情報詳細

https://pascnet.org/event/disruptive-technologies-and-new-service-models-the-role-of-international-standards/
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エネル
ギーマ
ネジメ
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国際 6-O1

(

WSIS 

Forum 

2019

Outcome 

Document

の発行

4月30日 スイス・ジュネーブにて開催されたWSIS（世界情報社会サミット）2019の
内容を集約した「WSIS Forum 2019 Outcome Document」を発行

 WSIS Forum 2019で開催されたセッション（テーマ別ワークショプ、カントリー
ワークショプ、アクションラインファシリテーション会議、対話型セッション、情
報セッション及びポリシーセッション）の内容を集約させた文書を発行

【WSIS Forum 2019の概要】
 開催期間：

• 2019年4月8日～12日
 テーマ：

• 「持続可能な開発目標を達成するための情報通信技術」
（Information and Communication Technologies for achieving the 

Sustainable Development Goals)

 関連分野：
• AI, IoT, Blockchain, 5G等

 参加者：
• 3,000人以上の情報通信技術（ICT）の専門家及び実施関係者
（150か国以上より参加）

International 

Telecommunic

ation Union

(ITU)

https://www.it

u.int/en/itu-

wsis/Docume

nts/Forum201

9/DRAFT-

WSISForum2

019Outcome

Document.pdf

?CB=NX6W7

S
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向

ITU本部のあるスイス・ジュネーブにて開催世界情報社会サミット（WSIS）2019が
開催され、当該内容を取り纏めたOutcome Documentが発行されている

エネルギーマネジメント

再掲

テーマ別情報詳細

https://www.itu.int/en/itu-wsis/Documents/Forum2019/DRAFT-WSISForum2019OutcomeDocument.pdf?CB=NX6W7S
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テーマ別情報一覧

5月のピックアップ

テーマ別情報詳細
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

ファイ
ナンス

ドイツ 1-E1 持続可能なグリーンファイナンスと投資 ドイツ規格協会 (DIN)

欧州 1-E2 CENとCENELECが2019年StandarDaysを開催 Comité Européen de Normalisation(CEN) 

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

米国 1-U1 ANSI、世界標準化週間2019のイベントスケジュールを発表 CISION PR Newswire

中国 1-C1 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回作業部会を開催 国家標準化委員会(SAC)

1-C2 2019年標準化戦略関連研究プロジェクト検討会を北京で開催 国家標準化委員会(SAC)

1-C3 共同でC3セキュリティサミットを開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

1-C4 北京で「China Standard 2035」プロジェクト討論会を開催 国家標準化委員会(SAC)

1-C5 エネルギー効率化プロジェクトの分類と評価のためのガイドライン」に関する
国家標準シンポジウムを北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

1-C6 CNISは済南ハイテク区と協力し、質の高いグリーン開発を推進 中国標準化研究院(CNIS)

インドネシ
ア

1-A1 イスラム金融が新たな国際的機会を創出する方法 Financial Director

1-A2 中国が新興市場でグリーンボンドをリード China Daily

ASEAN+

3

1-A3 大臣らがASEANインフラ債券イニシアチブに合意 Nasdaq

タイ 1-A4 香港とタイの中央銀行が、デジタルカレンシーイニシアチブにおいて提携 CCN

インドネシ
ア

1-A5 インドネシアにおけるフィンテックの成長 Asia Business Law Journal

マレーシ
ア

1-A6 マレーシアがイスラムの持続可能な金融のためにどのようにして助長的な
エコシステムを作り上げたか

World Bank Blogs

ASEAN 1-A7 見落とされがちなアセアンの見通し The Edge Markets

インドネシ
ア

1-A8 BIがインドネシアの標準QRコードを発表 REPUBLIKA

1-A9 インドネシア銀行が5つの決済システムビジョンを発表 Bank Indonesia

587

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(1/12)

テーマ別情報一覧
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

ファイ
ナンス

タイ 1-A10 タイ銀行はブロックチェーンフィナンシャルネットワークの立ち上げを歓迎 The Nation

マレーシ
ア

1-A11 Annual BCCONF会議 BCCONF

インドネシ
ア

1-A12 第11回アジアサステナブルパーム油サミットは、サステナビリティ、新技術、
認証に注目

Yahoo!Finance

ベトナム 1-A13 持続可能な成長のため、民間部門の「グリーンファイナンス」が求められる Viet Nam News

国際 1-O1 環境・社会・統治への投資 グリーン性重視の潮流加速 日本経済新聞

1-O2 第3回年次グローバルサミットAIは、グローバル規模での影響力創出を狙う International Telecommunication Union (ITU)

ヘルス
ケア

欧州 2-E1 よりオープンな大西洋横断市場？ European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

ドイツ 2-E2 ウェアラブル - 健康産業のメガトレンド Verband Deutscher Elektrotechniker e.V(VDE)

2-E3 DIN SPEC 27072：スマートホームのセキュリティ強化 ドイツ規格協会(DIN)

スウェー
デン

2-E4 フレームワークはAIに中立で安全な基盤を与える スウェーデン規格協会(SIS)

欧州 2-E5 COAIとETSIがテレコムの標準化に向けてより密に協力を促進する
覚書を締結

欧州電気通信標準化機構(ETSI)

ドイツ 2-E6 DINはAIのための標準化ロードマップを開発 ドイツ規格協会(DIN)

欧州 2-E7 ETSI技術委員会Smart BANは最近、スマートボディエリアネットワークの
規格であるETSI TS 103 327を発行

欧州電気通信標準化機構(ETSI)

2-E8 EU、著作権法改正へ 日本経済新聞

BBC

2-E9 Mandate M / 420及びprEN 17210に関するオープンワークショップ European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

英国 2-E10 医療機器規制及び規格に関するBSI及びAAMIの国際会議 英国規格協会(BSI)

欧州 2-E11 CENとCENELECが2019年StandarDaysを開催 Comité Européen de Normalisation(CEN) 

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(2/12)

テーマ別情報一覧

再掲
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

ヘルス
ケア

ドイツ 2-E12 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するワークショップ ドイツ規格協会(DIN)

2-E13 ISO / IEC JTC 1が新しい標準化分野を切り開く ドイツ規格協会(DIN)

米国 2-U1 HL7 International ニュース Health Level Seven(HL7) International

2-U2 NIST / DOCは、AI標準活動への連邦政府の関与についての意見を求める 米国規格協会(ANSI)

2-U3 ANSIとNISTが新規覚書に署名 米国規格協会(ANSI)

2-U4 Lahey Health System、タフツ、EHRアラートの発行、HIE機能 EHR Intelligence

2-U5 RIA標準化委員会が共同ロボットのPower and Forceのテストに関する
新しい技術レポートを発表

Robot Industry Association(RIA)

2-U6 UL、AIの主要機関に参加 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

2-U7 ANSI、世界標準化週間2019のイベントスケジュールを発表 CISION PR Newswire

中国 2-C1 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回作業部会を開催 国家標準化委員会(SAC)

2-C2 2019年標準化戦略関連研究プロジェクト検討会を北京で開催 国家標準化委員会(SAC)

2-C3 共同でC3セキュリティサミットを開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

2-C4 北京で「China Standard 2035」プロジェクト討論会を開催 国家標準化委員会(SAC)

2-C5 ISO / IEC JTC 1デジタルヘルスアドバイザリグループの招集者として選出
された中国の専門家

中国電子技術標準化研究院(CESI)

2-C6 中国標準化協会電気電子部門が「インテリジェントスイッチ及び類似機能
デバイスのインテリジェントレベル評価のための技術仕様」及び「スマート
ソケット及び類似機能デバイスのインテリジェントレベル評価のための技術
仕様」グループ標準の最初の編集会議を北京で開催

中国標準化協会(CAS)

2-C7 デジタル経済エンパワーメントフォーラムのためのAIに参加 中国電子技術標準化研究院(CESI)

2-C8 2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化は貴陽で開催された
産業高品質開発フォーラムを支援

中国電子技術標準化研究院(CESI)

2-C9 「スマートトイレのエネルギー効率の限界と等級」の国家規格レビュー会議を北京
で開催

中国標準化研究院(CNIS)

タイ 2-A1 データ共有が議論を巻き起こす Bangkok Post

シンガ
ポール

2-A2 BlueChilliが東南アジア向けヘルステックアクセラレーター事業を開始 The Business times
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(3/12)
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再掲

再掲

再掲

再掲

再掲
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

ヘルス
ケア

ベトナム 2-A3 携帯端末及び付属機器のEMCに関する技術基準 Vista Compliance Laboratories and Vista 

Laboratories

インドネシ
ア

2-A4 インドネシアの技能人材増加のためのデジタル人材奨学金 Opengovasia

シンガ
ポール

2-A5 シンガポール、来年5Gネットワークの導入に向け前進 bloomberg

2-A6 IMDAは企業及び公共の移動式使用のためのスペクトルの配分に関する
パブコメを開始

Singapore Government:

Infocomm Media Development Authority (IMDA)

2-A7 モノのインターネット(IoT) Singapore Government:

Infocomm Media Development Authority (IMDA)

2-A8 シンガポール、データ侵害通知のガイドラインを更新 IAPP

2-A9 シンガポールが英国を破り、世界で最もAI成熟度の高い国となる Civil Service World

ベトナム 2-A10 2018年12月28日に国家標準を発表し、キャンセルする決定 TCVN

マレーシ
ア

2-A11 2019年5月15日にマレーシアのペナンで開催された
第15回標準化技術委員会(TCS 15)

ISA World

2-A12 相互接続性はデジタルトランスフォーメーションのカギとなる Focus Malaysia

インドネシ
ア

2-A13 SMA St. Louis 1 Surabaya高校が2019年全国標準化エッセイコンテスト優勝 インドネシア 国家標準化庁(BSN)

国際 2-O1 どのような技術が私たちの環境保護に貢献していますか？
(ISOfocusレポートより)

International Organization for Standardization 

(ISO)

2-O2 AIで環境効率を最適化する新しいITUフォーカスグループ International Telecommunication Union (ITU)

2-O3 42カ国がOECDのAIに関する新原則を採択 OECD/ Modern diplomacy

2-O4 世界通信デー：技術標準の役割と学際的アプローチの必要性 Financial Express

2-O5  第3回年次グローバルサミットAIは、グローバル規模での影響力創出を狙う International Telecommunication Union (ITU)

590

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(4/12)

再掲
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テーマ 地域・国 参照番号 情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)

スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

ドイツ 3-E1  DIN SPEC 27072：スマートホームのセキュリティ強化 ドイツ規格協会(DIN)

スウェー
デン

3-E2 フレームワークはAIに中立で安全な基盤を与える スウェーデン規格協会(SIS)

欧州 3-E3  COAIとETSIがテレコムの標準化に向けてより密に協力を促進する覚書を
締結

欧州電気通信標準化機構(ETSI)

ドイツ 3-E4  DINはAIのための標準化ロードマップを開発 ドイツ規格協会(DIN)

欧州 3-E5 インダストリー4.0に向かう途中の中小企業のための実用的なサイバーセキュリ
ティ

PRESSEBOX

3-E6  EU、著作権法改正へ 日本経済新聞 / BBC

3-E7  CENとCENELECが2019年StandarDaysを開催 Comité Européen de Normalisation(CEN) /

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

ドイツ 3-E8  標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するワークショップ ドイツ規格協会(DIN)

3-E9  ISO / IEC JTC 1が新しい標準化分野を切り開く ドイツ規格協会(DIN)

米国 3-U1 再 NIST / DOCは、AI標準活動への連邦政府の関与についての意見を求める 米国規格協会(ANSI)

3-U2 再 ANSIとNISTが新規覚書に署名 米国規格協会(ANSI)

3-U3 再 RIA標準化委員会が共同ロボットのPower and Forceのテストに関する
新しい技術レポートを発表

Robot Industry Association(RIA)

3-U4 再 UL、AIの主要機関に参加 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

3-U5 再 ANSI、世界標準化週間2019のイベントスケジュールを発表 CISION PR Newswire

中国 3-C1 再 2019年標準化戦略関連研究プロジェクト検討会を北京で開催 国家標準化委員会(SAC)

3-C2 再 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回作業部会を開催 国家標準化委員会(SAC)

3-C3 再 共同でC3セキュリティサミットを開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

3-C4 再 北京で「China Standard 2035」プロジェクト討論会を開催 国家標準化委員会(SAC)

3-C5 再 ISO / IEC JTC 1デジタルヘルスアドバイザリグループの招集者として選出された
中国の専門家

中国電子技術標準化研究院(CESI)

3-C6 再 デジタル経済エンパワーメントフォーラムのためのAIに参加 中国電子技術標準化研究院(CESI)
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スマート
マニュ
ファク
チャリン
グ

中国 3-C7 2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化は貴陽で開催
された産業高品質開発フォーラムを支援

中国電子技術標準化研究院(CESI)

タイ 3-A1  データ共有が議論を巻き起こす Bangkok Post

シンガ
ポール

3-A2 シンガポール、来年5Gネットワークの導入に向け前進 bloomberg

3-A3 IMDAは企業及び公共の移動式使用のためのスペクトルの配分に関する
パブコメを開始

Singapore Government:

Infocomm Media Development Authority (IMDA)

インドネシ
ア

3-A4  インドネシアの技能人材増加のためのデジタル人材奨学金 Opengovasia

シンガ
ポール

3-A5 モノのインターネット（IoT） Singapore Government:

Infocomm Media Development Authority (IMDA)

タイ 3-A6 SGSがタイ・チョンブリ県アマタ市に電磁両立性(EMC)試験所を開設 SGS

ベトナム 3-A7 Vietnam Industrial &Manufacturing Fair 2019の開催 OMG Events Management Co., Ltd

タイ 3-A8 Manufacturing Expo 2019 Manufacturing Expo

ベトナム 3-A9 技術トレーニングと第4次産業革命：生産性向上のための革新的な
ソリューション

ベトナム標準・品質局 (STAMEQ)

インドネシ
ア

3-A10 2019年の全国標準化エッセイコンテストのテーマは自動化技術イノベーション インドネシア 国家標準化庁(BSN)

マレーシ
ア

3-A11 相互接続性はデジタルトランスフォーメーションのカギとなる Focus Malaysia

インドネシ
ア

3-A12 SMA St. Louis 1 Surabaya高校が2019年全国標準化エッセイコンテスト優勝 インドネシア 国家標準化庁(BSN)

タイ 3-A13 工業省が、第6回タイ産業エキスポ2019の開催へ向け、官民のパートナーと協力 タイ工業省工業規格局(TISI)

国際 3-O1 AIで環境効率を最適化する新しいITUフォーカスグループ International Telecommunication Union (ITU)

3-O2 世界通信デー：技術標準の役割と学際的アプローチの必要性 Financial Express
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モビリ
ティ

欧州 4-E1 よりオープンな大西洋横断市場？ European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

ドイツ 4-E2 モビリティ - エネルギー世界の変革 Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

スウェー
デン

4-E3  フレームワークはAIに中立で安全な基盤を与える スウェーデン規格協会(SIS)

欧州 4-E4 COAIとETSIがテレコムの標準化に向けてより密に協力を促進する
覚書を締結

欧州電気通信標準化機構(ETSI)

ドイツ 4-E5 DINはAIのための標準化ロードマップを開発 ドイツ規格協会(DIN)

ドイツ 4-E6 BOSCH EBIKEシステムは標準化された範囲の参照を支持 Pedelecs＆E-Bikes

欧州 4-E7 CENとCENELECが2019年StandarDaysを開催 Comité Européen de Normalisation(CEN) 

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

ドイツ 4-E8 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するワークショップ ドイツ規格協会(DIN)

ドイツ 4-E9 エネルギー提携はエネルギー貯蔵規格の交換を容易にする Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

ドイツ 4-E10 ISO / IEC JTC 1が新しい標準化分野を切り開く ドイツ規格協会(DIN)

米国 4-U1 NIST / DOCは、AI標準活動への連邦政府の関与についての意見を求める 米国規格協会(ANSI)

4-U2 ANSIとNISTが新規覚書に署名 米国規格協会(ANSI)

4-U3 UL、AIの主要機関に参加 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

4-U4 eモビリティのUL 2272を超えた動き Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

4-U5 参加：米国のTAG参加者が高度道路交通システムに関するISO技術委員会専門
家を募集

米国規格協会(ANSI)

4-U6 連邦自動車安全管理局による規則制定の事前通知：自動運転システムを
装備した商用自動車の安全な統合

米国規格協会(ANSI)

4-U7 ANSI、世界標準化週間2019のイベントスケジュールを発表 CISION PR Newswire
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モビリ
ティ

中国 4-C1 第5回インテリジェントネットワーキング自動車技術と規格及び規制に関する
国際会議を天津で開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

4-C2 ISO / TC22 / SC32 / WG8機能安全ワーキンググループ –国際規格ISO21448に
期待される機能安全(SOTIF)に関する会議が中国の上海で開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

4-C3 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回作業部会を開催 国家標準化委員会(SAC)

4-C4  2019年標準化戦略関連研究プロジェクト検討会を北京で開催 国家標準化委員会(SAC)

4-C5  共同でC3セキュリティサミットを開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

4-C6  再 北京で「China Standard 2035」プロジェクト討論会を開催 国家標準化委員会(SAC)

4-C7  ISO / IEC JTC 1デジタルヘルスアドバイザリグループの招集者として
選出された中国の専門家

中国電子技術標準化研究院(CESI)

4-C8 ファーストドラフトに対するディスカッションのため「自動車充電器」業界標準を組織 中国電子技術標準化研究院(CESI)

シンガ
ポール

4-A1 再 シンガポール、来年5Gネットワークの導入に向け前進 bloomberg

ベトナム 4-A2 監視カメラでより安全となるホーチミン市 Viet Nam News

シンガ
ポール

4-A3 ドローン及びその他無人航空機システムに関する法律について住民へ相談 AsiaOne.Online

タイ 4-A4  Manufacturing Expo 2019 Manufacturing Expo

シンガ
ポール

4-A5 シンガポール2019第26回ITS世界会議：スマートモビリティ、都市のエンパワーメン
ト

ITS World Congress

インドネシ
ア

4-A6 持続可能なエネルギー工学と応用に関する第7回国際会議：エネルギー回復力に
向けた革新的技術

Organizasi Profesi Ilmiah Indonesia (OPI)

ベトナム 4-A7  再 技術トレーニングと第4次産業革命：生産性向上のための革新的なソリューション ベトナム標準・品質局 (STAMEQ)

インドネシ
ア

4-A8 再 第11回アジアサステナブルパーム油サミットは、サステナビリティ、新技術、
認証に注目

Yahoo!Finance

インドネシ
ア

4-A9 2019年の全国標準化エッセイコンテストのテーマは自動化技術イノベーション インドネシア国家標準化庁(BSN)
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モビリ
ティ

国際 4-O1 なぜ運輸部門が気候変動に適応する必要があるのか 国際連合貿易開発会議(UNCTAD)

4-O2  世界通信デー：技術標準の役割と学際的アプローチの必要性 Financial Express

4-O3  第3回年次グローバルサミットAIは、グローバル規模での影響力創出を狙う International Telecommunication Union (ITU)

資源
循環

欧州 5-E1   CEN-CENELEC BTWG 11「持続可能な化学物質」 - 重要な成果物 Comité Européen de Normalisation(CEN) /

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

欧州 5-E2 鉱業廃棄物や埋め立て地からの危険原料やその他の原料の回収 European Commission (EC)

欧州 5-E3 CENとCENELECが2019年StandarDaysを開催 Comité Européen de Normalisation(CEN) 

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

欧州 5-E4 EUSEWの登録開始- ECOSは2つのセッションで講演予定 European Environmental Citizens Organisation for 

Standardisation (ECOS)

米国 5-U1 環境に影響を与える6規格 American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

5-U2  ANSIとNISTが新規覚書に署名 米国規格協会(ANSI)

5-U3 ANSI、木材の持続可能なプロセスに関する新しいISO技術委員会の
提案に関するコメントを募集

米国規格協会(ANSI)

5-U4 ANSI、世界標準化週間2019のイベントスケジュールを発表 CISION PR Newswire

中国 5-C1 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回作業部会を開催 国家標準化委員会(SAC)

5-C2 2019年標準化戦略関連研究プロジェクト検討会を北京で開催 国家標準化委員会(SAC)

5-C3 北京で「China Standard 2035」プロジェクト討論会を開催 国家標準化委員会(SAC)

タイ 5-A1 国際金融公社(IFC)とAmataがタイとメコン地域におけるスマートシティ、
工業団地、居住地のサステナビリティソリューションの促進へ向け協力

International Finance Corporation (IFC)

インドネシ
ア

5-A2 BSNは、ISO20400「持続可能な調達に関する手引き」をSNI(インドネシア
国家規格)に適用

インドネシア 国家標準化庁(BSN)

ベトナム 5-A3 2019年6月15日以降、新規則が中古機械、設備、技術ラインの輸入を制限 Baker McKenzie

シンガ
ポール

5-A4 シンガポールはスクラバー残渣を有害産業廃棄物として分類 WorldMaritimeNews

タイ 5-A5 無駄にしない、したくない Bangkok Post
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資源
循環

マレーシ
ア

5-A6 マレーシア標準工業研究所(SIRIM)と韓国建設生活環境試験研究院(KCL)が、建
材一体型太陽光発電における情報交換に関するMoUに署名

マレーシア標準工業研究所(SIRIM)

シンガ
ポール

5-A7 サーキュラービジネスワークショップに向けた6つのステップ TUV SUD

インドネシ
ア

5-A8 第11回アジアサステナブルパーム油サミットは、サステナビリティ、新技術、
認証に注目

Yahoo!Finance

5-A9 SMA St. Louis 1 Surabaya高校が2019年全国標準化エッセイコンテスト優勝 インドネシア 国家標準化庁(BSN)

シンガ
ポール

5-A10 関係者らが「ゴミゼロシンガポール」へ向けたアイデアを共有 The Straits Times

国際 5-O1 どのような技術が私たちの環境保護に貢献していますか？
(ISOfocusレポートより)

International Organization for Standardization 

(ISO)

5-O2 海中でプラ分解 官民規格策定へ 日本経済新聞

5-O3 「スマート」になる都市のパフォーマンスを測定するための新しい国際標準 International Organization for Standardization 

(ISO)

5-O4 バーゼル条約がプラスチックの循環経済を再形成 Beveridge & Diamond

5-O5 エコデザイン、LCA、EPD、サーキュラーエコノミー認証 SGS

エネル
ギー

マネジメ
ント

欧州 6-E1 2018年規格のグリーンラインエコスアニュアルレポート European Environmental Citizens Organisation for 

Standardisation(ECOS)

6-E2 CEN-CENELEC BTWG 11「持続可能な化学物質」 - 重要な成果物 Comité Européen de Normalisation(CEN) 

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

6-E3 新しいCEN規格：建物のエネルギー性能を評価する方法に関する
EN 16798-1：2019

Comité Européen de Normalisation(CEN) 

スウェー
デン

6-E4 再 フレームワークはAIに中立で安全な基盤を与える スウェーデン規格協会(SIS)

欧州 6-E5 再 COAIとETSIがテレコムの標準化に向けてより密に協力を促進する
覚書を締結

欧州電気通信標準化機構(ETSI)
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エネル
ギー

マネジメ
ント

ドイツ 6-E6 DINはAIのための標準化ロードマップを開発 ドイツ規格協会(DIN)

欧州 6-E7 ECOSとそのパートナーは、商業用冷蔵に関するIECの肯定的な投票を歓迎 European Environmental Citizens Organisation for 

Standardisation(ECOS)

ドイツ 6-E8 BOSCH EBIKEシステムは標準化された範囲の参照を支持 Pedelecs＆E-Bikes

欧州 6-E9  CENとCENELECが2019年StandarDaysを開催 Comité Européen de Normalisation(CEN) 

European Committee for Electronical 

Standardization (CENELEC)

6-E10 EUSEWの登録開始- ECOSは2つのセッションで講演予定 European Environmental Citizens Organisation for 

Standardisation (ECOS)

ドイツ 6-E11 私たちは共にエネルギー転換を起こします Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

6-E12 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するワークショップ ドイツ規格協会(DIN)

6-E13 エネルギー提携はエネルギー貯蔵規格の交換を容易にする Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik (DKE)

6-E14 ISO / IEC JTC 1が新しい標準化分野を切り開く ドイツ規格協会(DIN)

米国 6-U1 環境に影響を与える6規格 American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

6-U2 NIST / DOCは、AI標準活動への連邦政府の関与についての意見を求める 米国規格協会(ANSI)

6-U3 ANSIとNISTが新規覚書に署名 米国規格協会(ANSI)

6-U4 UL、AIの主要機関に参加 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

6-U5 ANSI、世界標準化週間2019のイベントスケジュールを発表 CISION PR Newswire

中国 6-C1 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回作業部会を開催 国家標準化委員会(SAC)

6-C2 2019年標準化戦略関連研究プロジェクト検討会を北京で開催 国家標準化委員会(SAC)

6-C3 共同でC3セキュリティサミットを開催 中国電子技術標準化研究院(CESI)

6-C4 北京で「China Standard 2035」プロジェクト討論会を開催 国家標準化委員会(SAC)

6-C5 ISO / IEC JTC 1デジタルヘルスアドバイザリグループの招集者として
選出された中国の専門家

中国電子技術標準化研究院(CESI)

6-C6 エネルギー効率化プロジェクトの分類と評価のためのガイドライン」に関する
国家標準シンポジウムを北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)
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エネル
ギー

マネジメ
ント

中国 6-C7 デジタル経済エンパワーメントフォーラムのためのAIに参加 中国電子技術標準化研究院(CESI)

6-C8 2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化は
貴陽で開催された産業高品質開発フォーラムを支援

中国電子技術標準化研究院(CESI)

タイ 6-A1 データ共有が議論を巻き起こす Bangkok Post

6-A2 国際金融公社(IFC)とAmataがタイとメコン地域におけるスマートシティ、
工業団地、居住地のサステナビリティソリューションの促進へ向け協力

International Finance Corporation (IFC)

インドネシ
ア

6-A3 インドネシアの技能人材増加のためのデジタル人材奨学金 Opengovasia

ベトナム 6-A4 STAMEQ・ダイキン間にて標準化に関するMoU署名式を実施 ベトナム標準・品質局 (STAMEQ)

シンガ
ポール

6-A5 モノのインターネット(IoT) Singapore Government:

Infocomm Media Development Authority (IMDA)

ベトナム 6-A6 ベトナムのSolar FIT 2と資金調達課題の克服 ASIAN POWER

インドネシ
ア

6-A7 小規模農家向けの別途基準策定のためのパーム油分野の番人 Reuters

タイ 6-A8 タイ工業省工業規格局(TISI)は、エアコンの基準を冷却能力が合計で
1万8,000ワットまたは6万BTUを超えないよう義務付け、安全性要求を追加

タイ工業省工業規格局(TISI)

インドネシ
ア

6-A9 持続可能なエネルギー工学と応用に関する第7回国際会議：
エネルギー回復力に向けた革新的技術

Organizasi Profesi Ilmiah Indonesia (OPI)

ベトナム 6-A10 Vietnam Industrial &Manufacturing Fair 2019の開催 OMG Events Management Co., Ltd

国際 6-O1 どのような技術が私たちの環境保護に貢献していますか？
(ISOfocusレポートより)

International Organization for Standardization 

(ISO)

6-O2 AIで環境効率を最適化する新しいITUフォーカスグループ International Telecommunication Union (ITU)

6-O3 世界通信デー：技術標準の役割と学際的アプローチの必要性 Financial Express
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(12/12)
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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WG名

域内規格
策定動向

NA 172-00-15 AA

「持続可能でグリーンな資金調達及び
投資に関する技術委員会」
（Nachhaltige und Grüne Finanzierung und Investitionen）
 NAGUS規格委員会内に設置（2019年5月）

 持続可能な資金調達、環境にやさしい金融商品、
資産の環境パフォーマンス、気候変動に関連する
投資に焦点を当て作業を実施

 ISO/TC 207 Environmental management、
ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance 

evaluation等に対応

ISO/TC322 Sustainable Financeへの対応も想定

601

ドイツによるファイナンス分野における標準化活動動向 （参照番号：1-E1）

ドイツDINは環境保護の原則に関するDIN規格委員会（NAGUS）※1内に、持続可能で
環境にやさしい資金調達と投資に関する新WGを設置

既存のWG（参考例）

WG名

域内規格
策定動向

NA 172-00-13 AA

「気候変動の影響に適応するための
技術委員会」
（Anpassung an die Folgen des Klimawandels）
 NAGUS規格委員会内に設置（2016年2月）

新WG

 気候変動への適用・問題対処のため、気候変動
関連トピックを体系的に取り扱い、脆弱性の分析
や評価、対応計画、対応策の監視・評価等を実施

出所：ISO、DIN関連HP、公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-E1

※1 NAGUS：DIN-Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzesの略。国家、欧州及び国際レベルでの環境保護分野における学際的な標準化のための作業機関であり、環境マネジメント、環境性能評
価、環境コミュニケーション、温室効果ガス管理、エネルギー効率／エネルギー管理、自治体における持続可能な開発等に係る標準化を担当

当
分
野
の
重
要
性
の
高
ま
り
や
関
連
す
る
国
際
標
準
化
活
動

の
増
加
を
受
け
、
新

W
G
設
置
を
検
討

 ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas 

management and related activitiesに対応

規格番号 規格名

DIN EN 

ISO 

14090

• Anpassung an den Klimawandel - Grundsätze, 

Anforderungen und Leitlinien (ISO/DIS 

14090:2018)

DIN EN 

ISO 

14091

• Anpassung an den Klimawandel -

Vulnerabilität, Auswirkungen und 

Risikobewertung

ISO/AWI 

TS 14092

• GHG Management & related activities: 

requirement & guidance of adaptation 

planning for organizations including local 

governments and communities

規格番号 規格名

ISO/CD 

14030-1

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 1: Grüne Anleihen

ISO/CD 

14030-2

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 2: Grüne Kredite

ISO/CD 

14030-3

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 3: Taxonomie

ISO/CD 

14030-4

• Bewertung von Umweltleistung - Grüne 

Schuldinstrumente - Teil 4: 

Verifizierungsanforderungen

ISO/AWI 

14097

• Rahmenbedingungen und Grundsätze für die Bewertung und 

Berichterstattung von Investitionen und 

Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel

ISO/AWI 

14100

• Green Finance: Bewertung von grünen 

Finanzprojekten

主
な
検
討
・策
定
規
格
（抜
粋
）

ス
コ
ー
プ

関
連
国
際

T
C

主
な
検
討
・策
定
規
格
（抜
粋
）

ス
コ
ー
プ

関
連
国
際

T
C
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中国によるファイナンス分野における標準化活動動向 （参照番号：1-C5）

中国では、国家省エネ関連計画に対応し、「エネルギー効率化資金調達プロジェクトの
分類と評価のためのガイドライン」のGB/T規格としての発行に向けた検討を推進

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

出所：中国SAC HP、国務院資料等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

「第13次5ヵ年計画」に係る省エネルギー及び排出量削減の目標達成のため、国務院は「第13次省エネルギー・排出量削減計
画」を策定。当計画にて市場志向型グリーンファイナンスと省エネルギー推進を提案（2016年12月）
 当計画の「八、省エネルギー及び排出削減支援政策の改善」の「（三十三）健全绿色金融体系」において、グリーン金融システムにおけるトップレベル
の設計強化、グリーン金融ビジネス革新の推進、金融機関に対する省エネルギーと排出削減のための主要プロジェクトに対する多様な資金援助の
提供、グリーン金融債権の発行促進などを奨励

標
準
化
検
討
の
内
容

SAC/TC20「全国能源基础与管理标准化技术委员会（National Technical Committee on Energy Fundamentals and 

Management）」下にて、省エネルギー及びグリーンファイナンスに係る規格策定を推進

主
導
機
関

 推奨性（任意）規格GB / T xxxxx-xxxx 「能效融资项目分类与评估指南」
（Guidance for taxonomy and assessment of energy savings financing projects：
エネルギー効率化資金調達プロジェクト分類および評価に係るガイダンス）
※最終的な番号体系等については未決定

規格（案）名

今後の規格
化の進め方

 委員会で起草された草案は、「国家标准征求意见稿」として、国家标准管理办法に基づき意見を募集（4月9日～28日）
 当ガイドラインに関する全国標準セミナーにて、技術的内容の修正・明確化を実施（5月10日@北京）
 今後審査ステージ、批准ステージを経て、出版を想定

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-C5

原案中の
規定内容
（抜粋）

 スコープ：金融機関及び第三機関が運用方針の際に有効となる資源項目の分類及び評価を規定
 エネルギー効率化資金調達プロジェクトの分類規則を産業及び資金調達の目的に基づき体系化
 エネルギー効率化資金調達プロジェクトの評価における、中立的な評価プロセスの確立、関連規則・規格・仕様に準拠した
コンプライアンス評価・プロセス、保守的な評価実施等の原則、評価手順、評価内容について規定

意見聴取
ステージ

審査
ステージ

批准
ステージ

立案
ステージ

出版
ステージ

起草
ステージ

（参考）
GB/T規格立案
の標準ステップ

現行
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 【インドネシア】 ASEAN域内初となるグリーンスクーク国債を発行

 【マレーシア】【シンガポール】 グリーンボンド発行補助スキームを導入

 【フィリピン】【タイ】 ASEAN GBSを活用した発行ガイドラインを策定 等
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ASEANによるファイナンス分野における標準化活動動向 （参照番号：1-A1, 1-A2）

ASEANにおいてグリーンボンドの重要性が高まる中、ASEAN資本市場フォーラム
（ACMF）は、ASEANグリーンボンド基準（AGBS）等の基準を整備

（参考）
グリーンファイ
ナンスに関する
各国の取り組み

策定基準

次頁詳述

出所：環境省資料、Sustainable Japan、環境金融研究機構等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-A1, 1-A2

基準策定
の目的

 国際基準であるInternational Capital Market Association (ICMA)のGreen Bond Principles (GBP)に基づく
 「ASEAN Green Bond」としての発行に際して必要なGBP適用の追加ガイダンスを提供し、

AGBS発行に際しての透明性、一貫性を高める目的で制定
 対象となるグリーンプロジェクトのカテゴリ、プロジェクトの評価・選定プロセス、収益性管理、
報告、外部機関によるレビュー等の基準を規定

 グリーンボンドの透明性、一貫性、統一性の向上を通じて、域内グリーンボンド市場を発展させる

策定機関

 ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
 ASEAN10か国の資本市場の統制機関より構成されるフォーラム
 「AECブループリント2025」に基づき、ASEAN地域の資本市場の統合を強化するため、法令・規制を調和
 上記の各基準採択のほか、資本市場の発展に向けた活動を実施（以下、例）

• ロードマップ「Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets」の策定イニシアティブ
※第23回ASEAN財務大臣会合（2019年4月@タイ チェンライ）にて承認

• デジタル資産監視ネットワーク（Digital Asset Oversight Networking）の構築 等

ASEAN Green 

Bond 

Standards
（2017年11月）※1

ASEAN 

Social Bond 

Standards
（2018年～）

ASEAN 
Sustainability 

Bond 
Standards
（2018年～）

 上記ABGSと同様、ICMAのGBP及びSocial Bond Principle（SBP）に基づく
 「ASEAN Social Bond」としての発行に際して必要な基準について、AGBSを補足する目的で制定
 対象となるプロジェクトのタイプ／対象となる人口群、プロジェクトの評価・選定プロセス、収益性管理、
報告、外部機関によるレビュー等の基準を規定

 ICMAのSustainability Bond Guidelinesに基づく
 当該Bond発行に際しては、AGBS及びASBS双方に準拠している必要がある旨規定

※1 2018年改訂版が発行されている
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（参考）インドネシアによるグリーンファイナンスの取り組み （参照番号：1-A1, 1-A2）

（参考）インドネシア政府は、2018年2月に国際基準に準拠したイスラム金融での
グリーンボンドであるグリーンスクーク国債をアジアにおいて初発行

今月のピックアップ ファイナンス

発行金融商品  グリーンスクーク国債※1

※イスラム金融におけるグリーンボンドに相当。アジア発のグリーンソブリン債

発行金額
（発行時期）

 ＄12.5憶 （≒1,300憶円） （2018年2月）
 利率：3.75％、償還期間：5年
※＄7億5000万ドルのグリーンソブリン債を別途発行（2019年2月）

調達資金の使途
 グリーンビルディング、低炭素運輸（旅客列車）、エネルギー（再生可能エネルギー、エネルギー効率）、廃棄物管理、
土地利用と農業（植林、持続可能な農業）、気候変動適応（洪水対策、食料安全保障）、災害リスク削減 等
 石炭火力発電所や原子力発電所、大規模ダムなどを除外

準拠基準
 国際グリーンボンド原則（GBP）及び当原則に連動するASEANグリーンボンド基準（ASEAN GBS）の双方に準拠
 インドネシア金融サービス機関（Otorias Jasa Keuangan: OJK）グリーンボンド基準にも合致

※日本の環境省ガイドラインよりも厳格

調達資金の
管轄機関

 インドネシア財務省

出所：環境省資料、Sustainable Japan、環境金融研究機構等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

プロジェクト
評価・選定・報告

プロセス

 【評価・選定】 各省庁の活動が気候変動緩和策又は適応策にタグ付けされた後、尼「グリーンボンド及びグリーンボンド
スクーク枠組み」に基づき適格なプロジェクトを選定

 【報告】 グリーンボンドによる調達資金の配分、調達資金使途に係る影響等に関する年次レポートを発行

商品の評価状況
 【信用格付】 Moody’s （Baa3）、Fitch（BBB-）、S&P（BBB）の評価獲得
 【グリーン性評価】 ノルウェーESG評価機関Cieroのグリーン評価（3段階中）における中間の評価獲得

ブックランナー
 HSBC、シティグループ、CIMB、アブダビ・イスラム銀行、ドバイイスラム基金（計5行）

※1 参考：グリーンボンド発行は、ポーランド、フランス、フィジー、ナイジェリアに次ぎインドネシアが世界5か国目。また、当グリーンスクーク国債と同時期に10年イスラム国債＄17.5億も発行

（写真）初のグリーンスクーク国債の発行で
記者会見するインドネシア金融庁の幹部

参照番号：1-A1, 1-A2

画像の出所：環境金融研究機構（https //rief-jp.org/ct4/77150?ctid=75 ）

https://rief-jp.org/ct4/77150?ctid=75
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向 （参照番号：2-E2）

2020年5月より既存のEU医療機器指令（MDD）がEU医療機器規則（MDR）に移行。
医療機器のスコープ・分類、それに基づく適合性評価プロセスが更新されている

606

 第2章（第5条～24条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章）等が定められ、各クラス分類に基づく適合性評価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、M/403（Standardization mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI in the field of 

Information and Communication Technologies, applied to the domain of eHealth）等により関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・整
合規格の調整等がなされる予定

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、認証機関・当局
による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 医療機器指令（MDD： 93/42/EEC）、能動埋め込み医療機器指令（AIMDD：90/385/EEC）に代わる法令として発行（移行期間：3年、適用：2020年5月）

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ヘルスケア 参照番号：2-E2

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR), 

amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing 

Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

• 現在クラスIに分類されているウェアラブルが、当規則の分類に従いクラスIIa又はIIbにアップグレードされる場合、認証・適合性評価
プロセス変更に伴う認証業務の追加・複雑化等、企業への影響が発生する可能性あり

• 当該規則（Regulation）に対応する整合規格（Harmonized Standard）の動向は、引き続きM/403（e-Healthに係るマンデート）やCEN
（CEN/TC 251 ‘Health informatics）における規格策定動向、MDCGの活動等をウォッチする必要あり

ス
コ
ー
プ

 幅広い医療機器（器具、機械、用具、インプラント、試薬、ソフトウェア、材料又はその他品目）を対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、適用に必要なソフトウェアを含む製造者が人体への使用を意図した製品が対象
 疾病の診断、予防、監視、治療、緩和のほか、予測、予後診断、病的状態の検査・代替・改善、インビトロ検査からの情報提供、医療機器の洗浄・
消毒・滅菌機器等を含む※1

今月のピックアップ

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外
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スウェーデンによるAI／スマートマニュファクチャリング分野における標準化動向 （参照番号：3-E2）

SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国際標準化活動と
連携させ、国内委員会TK 611にて国内規格化の検討を進めている

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

人工知能の機会活用のための標準・原則の開発を
政府目標の一つとして発表
 「人口知能のための国家的アプローチ（Nationell inriktning 

för artificiell intelligens）」を発表（2018年5月）

 倫理性・持続可能性・安全性の担保されたAI活用のために
国内・国際的な規制・標準・規範との協調、開発を表明

主
導
機
関

策
定
規
格

（抜
粋
）

国際規格・欧州規格に即した国内規格の策定
を推進
 ISO/IECにおける情報技術関連規格のSS規格化

 （EN情報技術・RFID関連規格のSS規格化） 等

TK611は、原則として国際・欧州規格と協調した国内規格の策定、検討・意見発出の場として設置される委員会であり、
国内独自のAI関連規格の策定やその国際提案等の動きは現行ない模様

国際標準化との関係性

ISO/IEC JTC 1「Information Technology」下に
SC 42「Artificial intelligence」を設置
 幹事国：米国（ANSI）

AIに係るJTC 1標準化プログラムの主導者として、
他ISO/IECやJTC 1委員会と協力し、AI活用を検討
するシステム統合エンティティとして標準化を推進

 5つのWG及び関連するStudy Group等により構成
• WG 1 Foundational standards

• WG 2 Big Data

• WG 3 Trustworthiness

• WG 4 Use cases and applications

• WG 5 Computational approaches and computational 

characteristics of AI systems

 Pメンバー（26か国）、Oメンバー（12か国）が参画

出所：スウェーデンSIS HP、ISO/ IEC HPなど公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

国際
標準化
動向

国際規格
策定との
関係性

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-E2

参画
意見発出等

今月のピックアップ

スウェーデン規格協会（SIS）下の技術委員会：
SIS/TK 611
「固有の装置識別のためのシステム統合及びその
属性（Systemintegration för unika enheters 
identifiering och dess attribut）」
 5つのWGにより構成：

• SIS / TK 611 / AG 01：自動データキャプチャ
• SIS / TK 611 / AG 02：モノのインターネット
• SIS / TK 611 / AG 03：人工知能
• SIS / TK 611 / AG 04：ビッグデータ
• SIS / TK 611 / AG 05：クラウドサービス

 Ericsson、GS1、METRIA等の計14社・団体が参画

策
定
規
格

（抜
粋
）

ビッグデータの参照アーキテクチャやAIの
原則・ユースケース等に係る規格策定を推進
 ISO/IEC WD 22989 「Artificial intelligence -

Concepts and terminology」
 ISO/IEC NP TR 24030 「Information technology -

AI- Use cases」 等

参照・
反映
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ドイツによるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向 （参照番号：3-E4）

DINは連邦政府による「人工知能（AI）のための国家戦略」に基づき、AIの標準化
ロードマップの開発プロセスを進めている

域内標準化動向

国内関連
政策動向

国内
標準化
活動動向

出所：CEN/ CENELEC HP、European Commission Circular Economy, EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ドイツ連邦政府は、国際競争力の強化等を目指し、「人工知能（AI）のための国家戦略」を発表（2018年11月）
 AI戦略に係る12のうち1つとして標準化を提示。産業界との協力・国家標準化機関との連携を通じ、国家・欧州・国際レベルで、

AI分野の標準化に取り組むため、下記目標を設定
 AIの用語、分類及び倫理的側面の標準化を支援
 標準化団体におけるビジネス担当者、特に新興企業及び中小企業を支援
 国家標準化機関（DIN）と協力し、AI分野における規範及び標準化ロードマップを作成
 既存の規格とAI関連規格・ロードマップの適合性を確認
 EU各国パートナーとの調整を通じ、国際標準化機関へEUの関心をより示すため、AI標準化ロードマップを作成

標
準
化
検
討
の

内
容

DIN及びDKEが協力し、「標準化における倫理および自律型機械および車両におけるAIの標準化」
に関する標準化ロードマップを策定（～2020年4月完成予定）

主
導

機
関

参照番号：3-E4

（参
考
）

関
連
標
準
化
動
向

スマートマニュファクチャリング今月のピックアップ

国家戦略（上）

※1 注：倫理的側面についても検討を行うが、ロードマップの位置づけは、技術標準が倫理標準への準拠をどのようにサポートできるかを説明することであり、倫理基準自体の策定は目的に含まれない

 DINは、AIの重要性の高まりを受け、SME、新興企業、企業、大学、研究機関、認証機関、連邦情報セキュリティ庁（BSI）
倫理専門家の代表者により構成される国内審議委員会「人工知能」を設立（2018年1月）

 情報技術及びアプリケーション標準化委員会（NIA）下の委員会として設置され、ISO / IEC JTC 1 / SC 42にも参画

 DINとして、「人工知能（AI）のための国家戦略」に対応し、標準化ロードマップと既存の標準の「AI適合性」担保を目指した
ポジションペーパー「人工知能：標準化による将来のテクノロジのための革新的なフレームワーク作成」を発行（2019年1月）

 産業・研究・政治分野の専門家と共に、既存の規範・基準の調査や倫理的側面※1の検討を通じ、最新技術の反映・標準化のトピック／分野
の特定を推進（以下、主なワークショップにおける論点）

 技術、プロセス及びサービス（要件）の標準化において、倫理的ルールをどのように組み込むことが可能か

 AIの使用における倫理規則の遵守、それに基づく決定を検証可能とするため、どのような方法を実行できるか

 AIに適用する半自律システムを使用する際のインターフェースの設計に関し、倫理的な規則を考慮した責任の基準について、どのよう
な標準化の要件が存在するか 等

ポジション
ペーパー（上）
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ドイツによるモビリティ分野における標準化動向 （参照番号：4-E2）

ドイツ連邦政府は、温室効果ガスの削減、そのためのEmobility発展を推進しており、
「German Standardization Roadmap Electric Mobility 2020」を発行

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内
標準化
活動動向

出所：ドイツ政府機関、NPM HP等の公開情報に基づきDTC作成

ドイツ連邦政府は、温室効果ガスの削減、そのためのEmobility発展を目的とし、関連法令の枠組みを整備

 Electromobility Act（E-自動車法：Elektromobilitätsgesetz）
Chargers Column Ordinance（充電スタンド条例：Ladesäulenverordnung ）等

 充電インフラ拡大を支援するための補助金プログラムも施行（2016年）

標
準
化
検
討
の
内
容

 モビリティ分野における戦略的決定・討議の場として設立されたNPM (National Platform Future of Mobility)下
にあるWG6（Standardisation, norms, certification and accreditation）が標準化分野の検討を推進
 NPMは、ドイツ 交通・デジタルインフラ省の発案により、ドイツCDU（ドイツキリスト教民主同盟）、CSU（キリスト教社会同盟）、

SPD（ドイツ社会民主党）連立の合意を経て成立

 NPM下の6つのWGの1つとして、標準化や認証検討に係るWG6を設置
• WG 1 “Transport and climate change” 

• WG 2 “Alternative drive technologies and fuels for sustainable mobility” 

• WG 3 “Digitalisation in the mobility sector” 

• WG 4 “Securing Germany as a place for mobility, production, battery cell production, primary materials and recycling, 
training and qualification” 

• WG 5 “Connecting mobility and energy networks, sector integration” 

• WG 6 “Standardisation, norms, certification and accreditation”

主
導
機
関

参照番号：4-E2モビリティ今月のピックアップ

※1 旧WG4として発行

 WG 6は、専用パネルを設置し、標準化、基準、認証要件の合意に基づく開始、調整及び実装のためのクロス
ステークホルダーとして機能、標準化ロードマップ「未来のモビリティ」を検討・策定
 「標準化ロードマップ」（German Standardization Roadmap Electric Mobility 2020 ）を策定（2017年4月）※1

 本ロードマップでは、標準化に向けてのENやISO/IECとの協力体制・関係、2020年に向けた電気自動車の
基本的要素や（充電やコミュニケーション技術等）選択された分野夫々における標準化ロードマップを提示
（基本的には、既存のISO/ IEC規格及びEN規格の採用／改訂やその普及を図る内容を提示）

次頁以降詳述

次頁以降詳述
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NPM及びWG 6 (Standardisierung, Normung, Zertifizierung und Zulassung)の構成 （参照番号：4-E2）

（参考）Emobility発展を推進するNPMは、6つのWGにより構成。標準化に係る
WG6は、DKE・DIN等標準化機関の他、Audi等の企業が参画・主導している

Steering Committee

WG1
Transport and climate 

change

WG2
Alternative drive 

technologies and fuels for 

sustainable mobility

WG3
Digitalisation in the 

mobility sector

WG4
Securing Germany as a 

place for mobility, 
production, battery cell 

production, primary 
materials and recycling, 
training and qualification

WG5
Connecting mobility and 

energy networks, sector 

integration

WG6
Standardisation, norms, 

certification and 

accreditation

Dr. Henning Kagermann

（Chairman）

Advisory Commission
（※NPMと議会間のインターフェースとして機能）

WG6内構成

その他DKE, Kraftfahrt-Bundesamt, BNetzA, VDA NAAuto, Bundesanstalt für Straßenwesen BAST, DIN Verbraucherrat等より計9名

Head of

Working

Group

Member

Permanent

Guest

• Vorsitzender der DKE / Mitglied DIN Präsidium: Roland Bent

• innogy SE: Norbert Verweyen

• Audi AG: Dietrich Engelhart

• Audi AG: Hans-Joachim Rothenpieler

• DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik in DIN und VDE: Dr.-Ing. Ralf Petri

• ABB Automation Products GmbH: N.N.
• Ford-Werke GmbH: Dr. Thomas Eberz
• TÜV SÜD AG: Volker Blandow
• T-Systems International GmbH: Oliver Bahns
• ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie): 

Haimo Huhle
• SAP SE: Christof Walter

• BMW AG: Dr. Gregor Nitz
• MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG: Volker Lazzaro
• DEKRA Automobil GmbH: Jann Fehlauer
• Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medien): Dr. Katharina Eylers
• VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik: Dr. Ing. Thomas Becks

モビリティ今月のピックアップ

出所：NPM HP等の公開情報に基づきDTC作成

参照番号：4-E2
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電気自動車に係る分野別の標準化ロードマップの例 （参照番号：4-E2）

（参考）NPM/WG6において策定された標準化ロードマップでは、国際規格・EN規格に
即した分野別の標準策定の状況・今後の規格策定動向・普及に向けた方針等を提示

モビリティ今月のピックアップ

出所：NPM HP、「The German Standardisation Roadmap Electric Mobility 2020」等の公開情報に基づきDTC作成

General Requirements Automotive Engineering Charging Interface

High Power Charging Wireless Charging of Electric Vehicles
Information and Communication

Technology

• IEC61851シリーズに基づく標準化が進行しているが、更なる
標準化の検討・策定が必要

• グラフィックシンボルについてもISO、CENでの検討が進行

• エネルギー貯蔵システムに係る適正な安全要求・試験方法に係
る規格（ISO 6469-1、DIN91252等）やHV電気システムに係る
規格（ISO 6722、ISO19642等）の策定が進行

• Wired Chargingの分野では、NPEとしてCCS（Combined

Charging System）を推奨、関連規格の策定がほぼ完了
• Wirelessにおいては、IEC61980 やISO19363の検討が進行

• IEC61851-23（Charging Station）、IEC62893-4（Charging

Cable）、IEC62196-3-1（Connector System）、等を紹介
• 150～400 kW容量のための充電インフラの資金及びニーズ
ベースの設置、高充電容量の提供を提案

• ISO19363（Vehicle-side charging interface）、IEC61980

（Charging Interface）、ISO 15118（Communication）等を紹介
• 2020年までにワイヤレス充電インフラ確保のための準備、相互
運用可能な誘導充電技術搭載自動車の市場投入を提案

• ISO15118（Communication Protocols）、ISO15118（Interface）、
ISO15118（Supply Safety Vehicle-to-grid）等を紹介

• 一貫したローミングプラットフォーム作成、オープンな通信イン
ターフェース確立、域内均一のID割当・承認システム構築を提案

参照番号：4-E2

 各分野における2020年までの規格策定状況、対応するVisionを提示



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.614

中国によるモビリティ分野における標準化動向 （参照番号：4-C8）

中国では、業界標準（SJ/T）「自動車用DC電源アダプタの技術仕様」の討議が開始さ
れており、早期の意見募集草案の作成を目指している

国内
標準化
活動動向

出所：中国SAC、CESI HP, 報道等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今後の
規格化の
進め方

 中国电子技术标准化研究院（CESI）
作業部会
事務局

参照番号：4-C8モビリティ今月のピックアップ

 原案に関する意見募集を昨年11月及び本年5月に実施（締切：5月14日）
 今回5月14日までに聴取した意見を深圳にて議論（5月16日）

 今後更に修正を行い、再度意見聴取を行う予定
 （参考）通常業界規格の策定は、立案・起草・意見聴取・審査・批准・出版ステージより構成されており、今後意見
聴取により内容が検討された当規格は、審査・批准ステージを経て出版されると想定（出版予定時期は未定）

 全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会（TC242）
所管技術
委員会

 中国电子技术标准化研究院、深圳市睿能技术服务有限公司、华为技术服务有限公司、
广东欧珀移动通信有限公司、联想有限公司、飞毛腿（福建）电子有限公司、中国通信工业协会

主要草案
ユニット

 業界規格SJ / T××××「自動車用DC電源アダプタの技術仕様」
（车内用直流电源适配器技术规范（计划号：2018-2194T-SJ））
※最終的な番号体系等については未決定

規格（案）
名

意見聴取
ステージ

審査
ステージ

批准
ステージ

立案
ステージ

出版
ステージ

起草
ステージ

規格化に
向けた
検討内容

 安全性能、環境適応性などの重要なパラメータについて議論

 車の充電器の挿入および切断の力、プラグ数、入力電圧と出力電圧、およびその他の関連する内容

（参考）

業界規格立案
の標準ステップ

策定・
検討
機関

検討
規格
内容

深圳での討議
の様子（右）

現行

画像の出所：CESI（http://www cesi.cn/201905/5098.html）

http://www.cesi.cn/201905/5098.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

5月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

テーマ別情報詳細

615



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.616

EUによる資源循環分野における標準化動向 （参照番号：5-E1）

CEN及びCENELECは、EUのCircular Economy Packageに対応すべく、持続可能
な化学物質に関する技術委員会（CEN-CLC/BTWG 11）を設置、標準化活動を進めている

域内標準化動向

域内関連
政策動向

欧州域内
規格策定
動向

CEN-CLC/BTWG11の調査結果・最終報告に基づき、当該分野における新たな規格策定等が今後進められる可能性あり

出所：CEN/ CENELEC HP、European Commission Circular Economy, EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

欧州委員会（EC）は、EUの企業や消費者がより持続可能な方法で資源を使用し、より強固に循環型経済へ
移行するのを支援するため、「EU Action Plan for the Circular Economy」を採択（2015年12月）
 すべての原材料、製品、廃棄物から最大の価値と使用を引き出し、省エネを推進し、温室効果ガスを削減することを検討
 当アクションプランに基づき、包括的なCircular Economy Action Planに関するレポート群
（Final Circular Economy Package）をECにて採択（2019年3月）

標
準
化
検
討
の
内
容

CEN及びCENELEC Technical Boardは、CEN-CLC/BTWG 11‘Sustainable Chemicalsを設置（2016年9月）
 ECによる「循環経済アクションプランに関連する一次および二次原材料からの持続可能な化学物質の標準化の潜在的ニーズの特定」
に係る付随的アクションに対応するため設置

 Secretariatはオランダ（NEN）が担当

主
導
機
関

 上記付随的アクションのため、当WGにおける「持続可能な化学物質」のコンセプトは、一次または二次原料から生産、製品
設計、表示、使用及びリサイクル又はその他の持続可能な形態の完了までの全ライフサイクル及び化学物質の循環を包含

 当WGは、1100以上の標準化イニシアチブ分析のため5つのタスクグループ※1を設置（以下、検討の主要分野）

 一次および二次原材料（バイオマス及びリサイクル品質、持続可能性の指標、ライフサイクル評価・アプローチ）

 循環経済における材料/化学物質の機能及びそれに関する生産/設計

 プロセスで使用される二次材料に関連する生産/プロセス（生分解性と堆肥化性の測定）

 B2BおよびB2Cコミュニケーションのための消費/ラベリングカバーツール及び持続可能性に係る表示

 化学物質を循環環境に戻すために重要なリサイクル、廃棄物管理 等

今月のピックアップ 資源循環 参照番号：5-E1

※1 注： 5つのタスクグループは、TG1:Raw Materials/Feedstock, TG2: Production/ Design, TG3 Production/ Process, TG4 Consumption/ Labelling, TG5 Recycling  - End of Life/ Waste Management｡
当初5つのタスクグループで構成されていたが、うち1つは後に解散

標準化活動
のスコープ
及び

主要分野

主な
調査結果

 材料のリサイクルに対する障壁の除去：トレーサビリティ・品質・安全性及び責任に係る標準化/認証の開発
 明確なコミュニケーション（持続可能な化学物質の定義、含有量の宣言）の必要性
 循環性の設計の必要性：未使用原料と二次原料の両方について、より高次元の原料回収と
リサイクル性に重点が置かれるような新規則、品質基準の開発・提示の必要性
 Final Reportを採択（2018年11月）

Final report

の採択（上）
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欧州CENによる建築物のエネルギー性能に関する規格の策定動向 （参照番号：6-E3）

CENでは、欧州建築物に関する指令（Directive 2010/31/EU）に基づく新たな建物の
エネルギー性能に関するEN規格を発表

618

 当指令の第3条「建物のエネルギー性能算定方法の採用」」
にて、加盟国は附則Ⅰの枠組みに基づく算定方法を採択す
べきと規定

 附則I「建物のエネルギー性能算定のための共通の一般的
枠組み」において、算定の際に考慮しなくてはならない建物
の熱特性や設備を列挙、また建物のエネルギー性能の算出
方法は欧州規格を考慮し、関連する欧州法令と一貫すべき
旨規定
 マンデート（M/480）により、当指令の条件に従い建物の総合エネ
ルギー性能を計算、建物のエネルギー効率を向上させる方法論
の基準策定を行う旨義務付け（2010年12月）

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定
内
容

 CEN/TC 156 - Ventilation for buildings
 Technical Secretariat: BSI

 欧州議会（EP）、EU理事会（Council）

 熱環境、室内空気質、照明および音響に関する室内環境パ
ラメータの要件を規定

 また建築システム設計およびエネルギー性能計算のために
これらのパラメータを確立する方法を規定

 EUにおける温室効果ガスの削減を一層強化するために
エネルギー性能最小要件やその算出方法等を規定
 「2002年指令」として当初制定されていたエネルギー性能に係る
規定をより強化し、エネルギー最小要件の適用を拡大

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）間

の
関
係
性

Directive 
により規格
の考慮を規定

ﾏﾝﾃﾞｰﾄに基づく
関連EN規格
の策定

 当規格において、標準的なエネルギー計算に使用される
占有スケジュール及び屋内環境の基準の様々なカテゴリの
使用・適用方法について定めることで、各国内での計算に
際し活用が可能

 局所的な熱的不快要素、通風、放射温度の非対称性、垂直
方向の気温差、および床面温度に関する設計基準等を具体
に規定

エネルギーマネジメント 参照番号：6-E3

関
連
ル
ー
ル

 建物のエネルギー性能に関する規格「EN 16798-1:2019 
‘Energy performance of buildings - Ventilation for buildings -

Part 1: Indoor environmental input parameters for design and 

assessment of energy performance of buildings addressing 

indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics -

Module M1-6´」（2019年5月発行）

 建築物に関する指令「Directive 2010/31/EU on the 

energy performance of buildings」
（2010年施行）

出所：CEN HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ

同TCでは、当規格以外にファンや換気に関するエネルギー効率や性能試験に関する規格が複数策定されており、今後のEU各国での適用等を注視すべき
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

ドイツ 1-E1 持続可能な
グリーンファ
イナンスと
投資

5月6日 DINは環境保護の原則に関するDIN規格委員会内に持続可能で環境に
やさしい資金調達と投資に関する新WGを設置

 目的：
• 投資の持続可能性と資金調達の分野におけるより広い分野の作業
を網羅

 活動内容：
• 持続可能な資金調達、環境に優しい金融商品、資産の環境パフォー
マンス、及び気候変動に関連する投資に焦点を当て、国際的なISO

及びCEN委員会の作業を反映
• ISO / TC 207環境マネジメントのワーキンググループでの討議内容
や、ISO / TC 322サステイナブルファイナンスにおける討議内容を
反映

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/nac

hhaltig-

und-gruen-

finanzieren

-und-

investieren

-329952

621

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/2)

ドイツDINでは環境保護の原則に関するDIN国内規格委員会内に、持続可能で環境
にやさしい資金調達と投資に関する新WGを設置

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/nachhaltig-und-gruen-finanzieren-und-investieren-329952
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E2 CENと
CENELEC
が2019年
StandarDa

ysを開催

5月3日 CENとCENELECは2019年版のStandarDaysを開催
(4月29日～30日@ブリュッセル)

 目的：
• 欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより一般に普及

 参加者：
• 欧州各地からの国家標準化機関、業界、NGO、欧州機関、学術界な
ど(計111人)

 内容：
• 国際協力、イノベーションや研究分野への取り組み、循環経済、中小
企業、デジタル社会などのいくつかの優先分野における欧州規格の
役割等、CEN及びCENELECの活動に関する議論

 セッション例：
• 「循環経済を支える標準化」：循環経済を直接支援して欧州規格がど
のように開発されているか、そして業界、立法者、市民にとっての付
加価値について討議

• 「デジタル変換と標準化」： プロセス、システム、サプライチェーンのデ
ジタル化が標準に与える影響

• 「標準化とイノベーション」：イノベーションの推進やHorizon 2020に
標準が果たす役割

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief_ne

ws/Pages/

TN-2019-

031.aspx

622

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(2/2)

CEN及びCENELECは、欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより
一般に普及させるため、2日間のセッション「StandarDays」を開催

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-031.aspx


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U1 ANSI、世界
標準化週間
2019のイベ
ントスケ
ジュールを
発表

5月13日 ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを発表
(11月4日～8日@ワシントンDC)

 規格と適合性評価コミュニティの間から、ANSIメンバーと多様な民間及び
公共部門の利害関係者を集め、議論等を実施
 イベント・会議開催内容(予定)：

• ANSI会員フォーラム
• 政策委員会会合
• 将来に向けた効果的な人員の育成の会議
• ANSI法的問題フォーラム：Hazy Days：大麻業界の規制と標準化の
理解

• 年次ANSI賞晩さん会(ノミネートは現在開催中)

• ANSI-NIST大学助成金受賞者シンポジウム
＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

CISION PR

Newswire

https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/a

nsi-

releases-

schedule-

of-events-

for-world-

standards-

week-

2019-

30084912

8 html

623

【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向

ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを公開しており、政策委
員会会合や法的問題フォーラム等が実施される予定

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.prnewswire.com/news-releases/ansi-releases-schedule-of-events-for-world-standards-week-2019-300849128.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C1 第83回IEC

会議準備

委員会資料
グループが
第2回作業
部会を開催

5月8日 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回会合を開催
(4月26日)

 会議内容：
• 各グループが作業の進捗を報告
• 第二回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムの開会式での基調講
演にてXi Jinping事務総長が示した標準化作業に関する重要な指示
の実施を要求

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343539.ht

m

中国 1-C2 2019年標準

化戦略関連
研究プロ
ジェクト検討
会を北京で
開催

5月8日 市場監督管理局の標準化及び技術部は、標準化戦略関連の研究プロ
ジェクトに関するレビュー会議を開催(4月29日@北京)

 会議内容：
• 参加した専門家は、プロジェクト研究の目標タスク設定、研究アイデ
ア、期待される結果、予算について意見や提案を提示

 出席者：
• 中国工学アカデミーの学者
• 中国標準化専門家委員会 He Hezhen委員長
• 中国国家標準化専門家委員会 Zhang Gang副議長
• その他6名の専門家

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343540.ht

m

624

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/3)

中国では、第83回IEC会議準備委員会資料グループの第2回会合、標準化戦略関連
の研究プロジェクトに関するレビュー会議等が開催されている

ファイナンステーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343539.htm
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343540.htm
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C3 共同でC3

セキュリティ
サミットを
開催

5月13日 「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び
標準フォーラム」を開催(5月8日@成都)

 討議内容：
• 国際的なサイバーセキュリティ戦略とポリシー研究、クラウドサービス
セキュリティのレビューと標準化研究

• データ取引と国境を越えたデータセキュリティ、ガバナンス、アプリ違
反、個人情報識別とコンプライアンスの勧告

• 国際電気通信連合IoTの進捗状況とスマートシティの標準化
• 自動車業界におけるネットワークセキュリティの標準化の状況と展望
の解説及び共有

• クラウドコンピューティング、IoT、個人情報保護、自動車用電子機器、
その他のホットテクノロジー分野の現状

• ネットワークセキュリティの国家規格に対する包括的な理解促進
 出席者：

• ネットワークセキュリティ分野のリーダー
• 技術の専門家や学者
• 国内外の業界のリーダー等、計2,000人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5086

.html

中国 1-C4 北京で
「China 

Standard 

2035」プロ
ジェクト討論
会を開催

5月14日 「中国標準2035」プロジェクト討論会を中国工学アカデミーで開催
(5月13日)

 討論会内容：
• プロジェクトの一般報告書概要の作成に関する包括的なプロジェクト
チームの報告を受け、参加者が「中国規格2035」プロジェクトの一般
報告書概要とプロジェクト研究に含まれる主な問題について議論

 出席者：
• 標準化技術部、市場監督管理総局の標準化・革新部、及びさまざま
なプロジェクトやプロジェクト事務所の責任者等

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201905/t2

0190514

343556.ht

m

625

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/3)

中国にて「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び標準
フォーラム」が開催され、セキュリティ分野や関連技術についての幅広い内容を議論

ファイナンステーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201905/5086.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201905/t20190514_343556.htm
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C5 エネルギー
効率化プロ
ジェクトの
分類と評価
のためのガ
イドライン」
に関する国
家標準シン
ポジウムを
北京で開催

5月20日 中国国家標準化研究所の資源環境局は、「エネルギー効率化資金調達
プロジェクトの分類と評価のためのガイドライン」に関する全国標準セミ
ナーを開催(5月10日@北京)

 討議内容：
• 標準の意見募集について議論し、標準の構造と主要な技術的内容を
さらに改善し、標準を修正し改善するための作業の方向性を明確化

 出席者：
• 金融機関、科学研究機関、認証機関、エネルギーサービス会社、業
界団体及びその他関連分野の専門家と代表者

 背景：
• 「第13次5ヵ年計画」で計画における総エネルギー消費と強度の「二
重管理」という目標達成のために、中国政府は「第13次総合省エネ・
排出削減計画」で市場志向型グリーンファイナンスの推進と省エネル
ギーの推進を提案

 ガイドライン目的：
• エネルギー効率化資金調達プロジェクトの分類と評価のための国家
基準の策定により、省エネルギー産業の発展を支援する中国のエネ
ルギー効率化資金調達関連機関の重要な基礎を提供可能

中国標準化
研究院(CNIS)

http://www.

cnis.gov.c

n/kjzy/kyly/

jieneng/yjd

t/201905/t

20190520

24950.sh

tml

中国 1-C6 CNISは済

南ハイテク
区と協力し、
質の高いグ
リーン開発
を推進

5月24日 中国共産党の済南市委員会と済南市人民政府が主催する中国中央政
府・済南研究機関との間の協力会議を開催(5月23日@北京)

 中国標準化研究院は済南ハイテク区理委員会との契約に署名
 署名内容：

• 共同で「高品質でグリーンな開発革新研究開発基盤」を構築し、政策
システム研究、技術研究開発サービス、省エネルギー、節水、循環経
済、低炭素環境保護、新エネルギー、生態文明及びグリーン開発の
分野における規格の開発と実施に注力

中国標準化
研究院(CNIS)

http://www.

cnis.gov.c

n/xwdt/byd

t/201905/t

20190524

24963.sh

tml
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/3)

中国国家標準化研究所の資源環境局は、「エネルギー効率化資金調達プロジェクト
の分類と評価のためのガイドライン」に関する全国標準セミナーを開催した

ファイナンステーマ別情報詳細

http://www.cnis.gov.cn/kjzy/kyly/jieneng/yjdt/201905/t20190520_24950.shtml
http://www.cnis.gov.cn/xwdt/bydt/201905/t20190524_24963.shtml
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A1 イスラム金
融が新たな
国際的機会
を創出する
方法

5月1日 法律事務所McCarthy Denningのイスラム金融のパートナーでグロー
バル責任者であるSheikh Bilal Khan氏は、イスラム金融の動向、
グリーンファイナンスへの応用について言及

 イスラム金融によるグリーンで持続可能な資金調達は急速な発展の後押しと
して重要であり、国連の持続可能な開発目標にも沿った価値提案であること
を紹介

 Sukukを含むイスラムグリーンファイナンスへの関心が世界中で高まっており、
気候変動対策への投資、イスラム金融商品を開発・促進のため、Climate 

Bonds Initiative、Clean Energy Business Council、及びGulf Bond and 

Sukuk Associationが共同でGreen Sukuk and Working Partyを設立
 2018年に、最初のソブリングリーンスクークがインドネシア政府によって発行
されたことを紹介

Financial 

Director

https://ww

w.financial

director.co.

uk/2019/0

5/01/how-

islamic-

finance-

creates-

new-

internation

al-

opportuniti

es/

インド
ネシア

1-A2 中国が新興
市場でグ
リーンボンド
をリード

5月8日 2017年にASEANグリーンボンド基準が導入されて以来、東南アジア諸
国連合もグリーンボンド市場でより重要な役割を果たし始めたことを紹介

 特にインドネシアは、2018年に12億5000万ドルのソブリングリーンスクーク
ボンドを発行し、2019年2月には7億5000万ドルのソブリングリーンスクーク
ボンドを発行したことに言及

China Daily http://www.

chinadaily.

com.cn/a/2

01905/08/

WS5cd229

5aa31048

42260ba6

6d.html

627

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(1/8)

2017年にASEANグリーンボンド基準が導入されるなど当該市場が形成されつつあり、
特にインドネシアでは、ソブリングリーンスクークボンドの発行等が行われている

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.financialdirector.co.uk/2019/05/01/how-islamic-finance-creates-new-international-opportunities/
http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/08/WS5cd2295aa3104842260ba66d.html
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ファイ
ナンス

ASEA

N+3

1-A3 大臣らが
ASEANイン

フラ債券イ
ニシアチブ
に合意

5月8日 ASEAN+3の大臣会合で、各国大臣らはインフラ資金とグリーンファイナ
ンスを優先するアジア債券市場育成イニシアティブ(ABMI)の新たなロー
ドマップに合意(5月2日)

 インフラファイナンスのための現地通貨債券を促進する新たな信用補完ツー
ルの導入計画を承認

• このインフラ投資パートナーシップはインフラデベロッパーが、現地の
通貨で長期の資金調達ができるよう、現地通貨での債券発行や銀行
ローンを支援

• また、現地債券市場でのグリーンファイナンスの促進努力を要求
 ABMIは、発行希望者に対するアドバイザリーサービスやトレーニングを提供
するグリーンボンドのサポート機関の立ち上げやグリーンボンドの外部評価
や認証の費用を負担するための補助金の提供を計画

Nasdaq https://ww

w.nasdaq.

com/article

/ministers-

endorse-

asean-

infrastructu

re-bond-

initiative-

20190508-

01548

タイ 1-A4 香港とタイ
の中央銀行
が、デジタ
ルカレン
シーイニシ
アチブに
おいて提携

5月16日 香港金融管理局(HKMA)とタイ銀行は、中央銀行デジタルカレンシー
(CBDC)を含む共同イノベーションプロジェクトやフィンテックビジネスに関
する情報共有のためのMoUに署名(5月13日@バーゼル)

 HKMAは、本MoUをFintechイニシアチブにおける協力への相互関心を表す
だけでなく、イノベーション推進や、情報共有の面からも中央銀行間のクロス
ボーダー協力における進行中の努力を強調するものであると認識

CCN https://ww

w.ccn.com

/thursday-

hong-

kong-

thailand-

central-

banks-

partner-

digital-

currency
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(2/8)

ASEAN+3の大臣会合で、各国大臣らはインフラ資金とグリーンファイナンスを優先す
るアジア債券市場育成イニシアティブ(ABMI)の新たなロードマップに合意

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.nasdaq.com/article/ministers-endorse-asean-infrastructure-bond-initiative-20190508-01548
https://www.ccn.com/thursday-hong-kong-thailand-central-banks-partner-digital-currency
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A5 インドネシア
におけるフィ
ンテックの
成長

5月17日 2016年のインドネシアにおけるデジタル革命以来、金融技術部門の台頭
は新たなレベルに達していることを法律部門の関係者が言及

 インドネシアでのフィンテック市場の成長に伴い施行されている、インドネシア
金融サービス庁(OJK)及びインドネシア中央銀行(BI)により規制される複数の
フィンテック規制を紹介

(以下、主要な関連規制)

• Regulation POJK 77：情報技術に基づくマネー貸付サービスに関す
る規制

• Circular Letter SEOJK 18：P2P企業のシステムのセキュリティ対策
を含む、P2P企業のガバナンス及びリスクの軽減に関するより技術
的な側面を規制

• Regulation POJK 13：金融サービス部門におけるデジタル金融イノ
ベーションに関する規制

• Bank Indonesia Regulation No. 20：電子マネーに関する規制
• Bank Indonesia Regulation No. 19：金融技術組織に関する規制
• Bank Indonesia Regulation No. 18：支払取引処理業務に関する規
制 等

Asia Business 

Law Journal

https://ww

w.vantage

asia.com/o

verseeing-

growth-of-

fintech-in-

indonesia/

マレー
シア

1-A6 マレーシア
がイスラム
の持続可能
な金融のた
めにどのよ
うにして助
長的なエコ
システムを
作り上げた
か

5月22日 マレーシアは、イスラム金融の世界的リーダーと見られており、グリーン
で気候に優しい投資を推進していることを紹介

 マレーシアのイスラムの持続可能な金融エコシステムは、持続可能性と責任
投資(SRI)Sukukフレームワークとマレーシアの証券委員会(SC)によって発
行されたSRI基金を含む、包括的なガイドライン等により構成

 国際資本市場協会(ICMA)に沿ったASEAN Capital Markets Forum(ACMF)

のGreen Bond、Social Bond及びSustainability Bondの基準の発行が地域
的にも重要視されており、地域における持続可能かつ責任ある投資(SRI)を
推進

World Bank 

Blogs

https://blog

s.worldban

k.org/easta

siapacific/

how-

malaysia-

created-

conducive-

ecosystem

-islamic-

sustainabl

e-finance
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(3/8)

マレーシアは、イスラム金融の世界的リーダーとして、持続可能性と責任投資(SRI)、
スクークフレームワーク、SRI基金を含む包括的なガイドライン等の整備を進めている

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.vantageasia.com/overseeing-growth-of-fintech-in-indonesia/
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-malaysia-created-conducive-ecosystem-islamic-sustainable-finance
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ファイ
ナンス

ASEA

N

1-A7 見落とされ
がちなアセ
アンの見通
し

5月23日 ASEANにおけるグリーンボンド市場の動向・見込みについて紹介
 アセアン資本市場フォーラム(Asean Capital Markets Forum: ACMF)はアセ
アングリーンボンド基準(Asean Green Bond Standards)を導入(2017年)

 その後当組織はさらに2つの基準－Asean Social Bond Standards及び
Sustainability Bond Standardsを発表(2018年)

 ACMFのウェブサイトによると、3月11日現在まで9回の発行を実施
(参考)RHB Asset Management Sdn Bhdのマネージングディレクター兼地域
責任者のEliza Ong氏は、今後もこれらグリーンボンド発行に対する継続的な
需要があり、2016年から2030年までに年間2,000億米ドルのグリーン投資を
必要とすると推測

The Edge 

Markets

https://ww

w.theedge

markets.co

m/article/c

over-story-

good-

prospects-

overlooked

-asean

630

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(4/8)

アセアン資本市場フォーラム(ACMF)はアセアングリーンボンド基準の他、ASEAN

Social Bond Standards及びSustainability Bond Standardsを発表している

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.theedgemarkets.com/article/cover-story-good-prospects-overlooked-asean
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A8 BIがインド
ネシアの標
準QRコード
を発表

5月27日 インドネシア銀行Bank Indonesia(BI)は、インドネシアのQR Code 

Standard (QRIS)のソフトローンチを実施
 今回のローンチは、デジタル経済と金融の発展を加速させる上でのインドネ
シアの支払システム(SPI)のデジタル化の最初のステップとして位置づけ
 背景：

• インドネシア銀行は、昨年早々から、他の金融機関や銀行間ネットワーク
プロバイダー、電子決済サービス事業者(LinkAja)とインドネシア標準QR

コード(QRIS)の開発を進めており、QRISの仕様は、国際デファクト規格
EMV(ユーロペイ、マスターカード、ビザカード)に基づく

• チップやRFIDタグよりも配備コストが低いことを加味し、QRコード技術の
採用を決定

 QRISの存在により、標準的なQRコードを使用してQRを介した支払いを相互
接続し、相互運用することが可能に
 2025年に向けたSPI Vision2025における5つのインドネシア支払いシステ
ム(SPI)モデル：
• 国家のデジタルファイナンスの経済的統合を支持し、それによって貨幣

の流通、金融政策、及び金融システムの安定性の過程における中央銀
行の機能を保証するとともに、金融包摂を支持

• オープンバンキングや金融ビジネスにおけるデジタル技術やデータ利用
を通じ、デジタル金融経済の主軸としての銀行のデジタル化を支援

• デジタルテクノロジーの取り決め(Application Programming Interface-

API等)、ビジネス協力及び会社の所有権を通じ、シャドーバンキングのリ
スクを回避するためFintechと銀行の間の相互リンクを保証

• イノベーションと消費者保護、誠実性、安定性、そしてKnow Your 

Customer(KYC)及びマネーロンダリング防止/ AML / CFT、データ/情報/

ビジネスに対する公開義務の実装を通じたバランスの確保

• 相互主義の原則を考慮に入れることによって、国内のすべての国内取引
を処理する義務及び国内外の事業者間の協力を通じて、国家間のデジ
タル金融に対する国益を保証

REPUBLIKA https://rep

ublika.co.i

d/berita/ek

onomi/keu

angan/ps5

bh4383/bi-

luncurkan-

qr-code-

indonesia-

standard
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(5/8)

インドネシア銀行(BI)は、インドネシア支払システム（SPI）のデジタル化に向け、国内
QR Code Standard (QRIS)のソフトローンチを実施

ファイナンステーマ別情報詳細

https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/ps5bh4383/bi-luncurkan-qr-code-indonesia-standard
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A9 インドネシア
銀行が5つ

の決済シス
テムビジョン
を発表

5月27日 インドネシア銀行は、デジタル経済・金融環境に資するデジタリゼーション
の実現のためのインドネシア決済システム(IPS)2025ビジョンを発表

 IPSビジョンは、金融調節の効果や金融システムの安定性、安定した決済シ
ステムを弱体化させるサイバー攻撃や独占的競争、影の銀行等、リスクの状
況を大きく変える近年のデジタリゼーション普及への適切な対応を目指す
 IPSビジョンにおける5つのビジョン：

• 国内のデジタル経済と金融の統合強化
• 銀行間のデジタルトランスフォーメーションの加速
• フィンテックと銀行間の連結
• イノベーション、消費者保護、保全、安定性、公平な競争のバランス
の維持

• デジタル経済・金融の国家間の利用における国家利益の保護

Bank 

Indonesia

https://ww

w.bi.go.id/

en/ruang-

media/siar

an-

pers/Page

s/SP 2140

19.aspx

632

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(6/8)

インドネシア銀行（BI）は、デジタル経済・金融環境に資するデジタリゼーションの実現
のためのインドネシア決済システム（IPS）2025ビジョンを発表

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_214019.aspx
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ファイ
ナンス

タイ 1-A10 タイ銀行は
ブロック
チェーンフィ
ナンシャル
ネットワーク
の立ち上げ
を歓迎

5月29日 22の国内及び在タイ海外銀行が、タイ銀行(BOT)の支援を受けたタイ・
ブロックチェーンイニシアチブ(BCI)のブロックチェーンによる電子銀行保
証状ネットワークの構築に向けて協力

 目的：
• 3年以内にブロックチェーンベースのe-LGの利用を50%増加

 効果：
• e-LGにより、国際セキュリティ規格による書類やデータ管理のコスト
を削減可能

 BCI初期資本拠出銀行：
• バンコク銀行、クルンタイ銀行、アユタヤ銀行、カシコン銀行、タイ・ミ
リタリー銀行、サイアム商業銀行

 サービス提供先企業：
• 上記6銀行に加え、16銀行(キアナキン銀行、シティ、CIMB・タイ銀行、

SMBC、Tisco銀行、タナチャート銀行、BNPパリバ、農業・農協銀行、
タイ輸出入銀行、みずほ銀行(タイ)、ユナイテッド・オーバーシズ銀行
(タイ)、ランド＆ハウス銀行、スタンダード＆チャータード(タイ)、政府
貯蓄銀行、中国工商銀行(タイ)、HSBC)

The Nation https://ww

w.nationm

ultimedia.c

om/detail/

Economy/

30370196

マレー
シア

1-A11 Annual 

BCCONF

会議

5月 ブロックチェーン及びその応用に係るAnnual BCCONF会議を開催予定
(10月21日～23日@クアラルンプール)

 年次Blockchainとそのアプリケーションカンファレンスでは、技術、ファイン
テック、市場動向、新しいアプリケーション、ビジネスチャンスなどに関する最
先端の知識を共有するため、技術と金融の専門家、起業家、研究者、政府代
表、ブロックチェーン愛好家が一堂に会する
※スピーカーやプログラム等の詳細については未定

BCCONF https://bcc

onf com/
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(7/8)

タイでは、国内及び在タイ海外銀行が、タイ銀行後援のタイ・ブロックチェーンイニシア
チブ(BCI)のブロックチェーンによる電子銀行保証状ネットワークの構築に向けて協力

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.nationmultimedia.com/detail/Economy/30370196
https://bcconf.com/
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A12 第11回アジ
アサステナ
ブルパーム
油サミットは、
サステナビ
リティ、新技
術、認証に
注目

5月14日 CMT社(シンガポール)が主催する第11回サステナブルオイルーパーム
サミットが開催予定(7月2日-3日@ジャカルタ)

 主な議題：
• インドネシアのパーム油産業、3MCPD脂肪酸エステルとGEの挑戦、
畜牛飼育とパーム油プランテーションの統合におけるサステナブルな
実践、マレーシアのB10バイオディーゼルプログラム、ドローンソ
リューションプログラム、パーム油のトレーサビリティ工場のためのブ
ロックチェーン技術の利用、認証基準の比較(RSPO, ISPO & 

MSPO) 、認証取得のための絶対要件に関する最新情報、ドローン・
ビッグデータ・ブロックチェーン技術の利用・認証

 参加者：
• パーム油生産者、農学者、技師、肥料会社、プランテーションコンサ
ルタント、パーム油調査機関

Yahoo!Financ

e

https://fina

nce.yahoo.

com/news/

11th-asia-

sustainabl

e-oil-palm-

02000099

4 html

ベトナ
ム

1-A13 持続可能な
成長のため、
民間部門の
「グリーン
ファイナン
ス」が求めら
れる

5月29日 ホーチミン市においてサステナブル・ファイナンス・フォーラムを開催
(5/28)

 テーマ：
• グリーンな成長戦略とベトナムの気候変動課題に対する気候変動融
資の状況
(気候変動にスマートな投資ポテンシャル、SDGsアジェンダ、成長の
ための課題等)

 参加者：
• 金融機関、国内外の投資家、規制当局、国際機関の意思決定者

(約100人)

 主催者：
• ベトナム銀行協会

(グローバル・レポーティング・イニシアティブ、国際金融公社(IFC)との
協力で開催)

Viet Nam 

News

https://viet

namnews.

vn/econom

y/520563/

private-

sector-

green-

finance-

needed-

for-

sustainabl

e-

developme

nt.html#5Z

DJgHyG5

XTisPPL 9

7
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(8/8)

ホーチミン市でサステナブル・ファイナンス・フォーラムが開催されたほか、今後ジャカ
ルタでは、第11回サステナブルオイルーパームサミットの開催が予定されている

ファイナンステーマ別情報詳細

https://finance.yahoo.com/news/11th-asia-sustainable-oil-palm-020000994.html
https://vietnamnews.vn/economy/520563/private-sector-green-finance-needed-for-sustainable-development.html#5ZDJgHyG5XTisPPL.97
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 環境・社会・
統治への
投資
グリーン性
重視の潮流
加速

5月6日 ESG投資(環境・社会・ガバナンス(ESG))に関してISOやEUにて基準策
定の動きが活発化

 背景：
• 金融安定理事会(FSB)の気候関連財務情報開示タスクフォース

(TCFD)は、気候変動による影響の不確実性を個々の企業価値に反
映させるため、シナリオ分析の採用を勧告

• ESGを含む非財務要因が企業価値に及ぼす影響の高まり
 EUにおける基準策定概要：

• 法制化作業を進める際の原則となるサステナブルファイナンス行動
計画では、グリーンなプロジェクトをリスト化する作業(タクソノミー(事
業分類))を重要視

• グリーン性の一義的な定義ではなく、個別事業のグリーン性の有無
を分類する方式を採用

• EUではまず温暖化の回避策、適応策に分けて作成中(2019年6月完
成予定)

• 水利用、サーキュラーエコノミー(循環経済)と廃棄物防止策、汚染防
止と抑制策、健全なエコシステム保護、の環境4分野の事業も分類の
定義を行う予定

 米国における基準策定：
• 米非営利団体のサステナブル会計基準機構(SASB)は、11産業77業
種の共通基準を開発(18年11月)

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXKZO44

358700Q9

A430C1K

E8000/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(1/2)

ESG投資(環境・社会・ガバナンス(ESG))に関し、ISOやEUにて基準策定の動きが
活発化している

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.nikkei.com/article/DGXKZO44358700Q9A430C1KE8000/
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ファイ
ナンス

国際 1-O2 第3回年次
グローバル
サミットAIは、
グローバル
規模での
影響力創出
を狙う

5月28日 第3回年次グローバルサミットAIを開催(5月28日～31日@ジュネーブ)
 目的：

• AI技術の信頼できる、安全で包括的な開発とそれらの利益への公平
なアクセスを確実にすること

 討議内容：
• 教育、医療、福祉、社会と経済の平等、宇宙研究、そしてスマートで
安全なモビリティの向上におけるAIの価値

• グローバル規模を達成することを目的とした潜在的なAIソリューショ
ンを支援するための行動を提案

 参加者：
• 120カ国以上から2,000人以上が参加
• 300以上の業界の代表(例：Mirosoft, Siemens、Google、Baidu等)、

50以上の大学・政府・NGO/国際機関(赤十字、仏大統領アドバイ
ザー、世界チェスチャンピオン等)が講演

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR07.aspx

636

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(2/2)

ITUによる第3回年次グローバルサミットAIがジュネーブにて開催された

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR07.aspx
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ヘルス
ケア

欧州 2-E1 よりオープ
ンな大西洋
横断市場？

5月 ANECとBEUCは、米国との規制協力活動に関する欧州委員会のパブ
リックコンサルテーションに応じ文書を発表

 ANECとBEUCは、EUと米国が国内、地域、国際レベルでの標準化における
消費者団体を強化すると共に、十分な財政支援を利用可能とし消費者の利
益のために規格関連における協力を提案する文書を発表

 特に自動車の安全性と排出量、製品とサービスのアクセシビリティに焦点を
当てるべきと提案
 文書内容：

• EUと米国の間では、標準化に関する情報のより良い交換が望ましい
が、さまざまな法的枠組みに関連する標準協力の複雑さを過小評価
してはならないと記述

• 標準協力においては技術的問題の詳細な分析と経済的及び環境的
影響の評価が必要であり、それらはすべてケースバイケースで実行
されるべきであると主張

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n (ANEC)

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers/816-

trading-

standards-

anec-

enewslette

r-ed-4-

2019

ドイツ 2-E2 ウェアラブ
ル - 健康

産業のメガ
トレンド

5月2日 ウェアラブルデバイスに関する新規規制や標準化活動に関するレポート
を発出

 規制策定動向：
• 2020年5月26日より、既存のEU指令はEU医療機器規制2017/745 / 

EUに置き換えられ、医療機器に対するより厳しい要件が規定される
予定

• 医療機器としてのウェアラブルの適合性の証明は、新しい規制によっ
てより複雑化

 標準化動向：
• ウェアラブルについては、IEC(IEC / TC124、ウェアラブル)にて開発
中であり、国内ではDINとVDEのDKEドイツ電子工学情報技術委員
会(DKE / K802)が討議を担当

• センサー要件だけでなく電子テキスタイルも対象スコープ内

Verband 

Deutscher 

Elektrotechnik

er e.V(VDE)

https://ww

w.vde com

/topics-

de/health/

aktuelles/

wearables-

megatrend

-der-

gesundheit

swirtschaft
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/8)

DINは、ウェアラブルデバイスについて、IEC / TC124に加え、国内のDINとVDEによ
るDKEドイツ電子工学情報技術委員会(DKE/K802)にて検討がされている旨紹介

ヘルスケア

※1 BEUC：The European Consumer Organisation

テーマ別情報詳細

https://www.anec.eu/publications/newsletters/816-trading-standards-anec-enewsletter-ed-4-2019
https://www.vde.com/topics-de/health/aktuelles/wearables-megatrend-der-gesundheitswirtschaft
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E3 DIN SPEC 

27072：

スマート
ホームの

セキュリティ
強化

5月8日 DINは、DIN SPEC 27072「情報技術 - IoT対応機器 - 情報セキュリティ
の最小要件」に準拠したIoT対応機器の情報セキュリティ仕様を公開

 規定内容：
• 小売または小規模消費者部門などのインターネット対応デバイスに
関するITセキュリティ要件と推奨事項

• 製造業者向けの設計時におけるセキュリティとデフォルトによるセ
キュリティの実装の具体的な指示

 策定参加機関：
• 連邦情報セキュリティ局(BSI)

• 製造業者及び試験機関 等

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/din-

spec-

27072-

mehr-

sicherheit-

im-smart-

home-

330088

スウェ
ーデン

2-E4 フレーム
ワークはAI

に中立で

安全な基盤
を与える

5月10日 SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国内委員会
TK 611にて討議

 AIを中心とした標準化に関する作業：
• ビッグデータやクラウドサービスと同様にSISとISOの両方で進行中

 SISのAI標準化に関する見解：
• 新しい規格の開発には通常3年程度かかるが、AI分野では新しくより
迅速な作業方法を見つけることが問題になる可能性があり、持続可
能なAIを保証する規格を策定するプロセスをスピードアップする必要
がある

• AIについて中国とアメリカは競合しており、政治的な駆け引きも存在
する中、国際標準化において強力な立場にあるスウェーデンは、この
2か国の間で仲介人の役割を実施

スウェーデン
規格協会
(SIS)

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/ramver

k-ger-ai-

en-neutral-

och-saker-

grund/

639

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/8)

SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国内委員会TK 611にて
討議・検討している旨紹介している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-spec-27072-mehr-sicherheit-im-smart-home-330088
https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/ramverk-ger-ai-en-neutral-och-saker-grund/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 COAIと
ETSIがテレ

コムの標準
化に向けて
より密に
協力を促進
する覚書を
締結

5月13日 COAI(インド携帯電話事業者協会)とETSIは、関連規格に関するETSIと
インドの協力促進を目的としてMoUを締結

 MoU目的：
• グローバルな情報基盤の確立に貢献することを目的として、地域的
及び国際的な標準化を直接的または間接的に実行し促進

• ICTの分野における標準化の取り組みを強化するために、EUとインド
の間で定期的かつ継続的な対話の実施

 COAI：
• 主大手通信会社、インターネット会社、テクノロジー会社、デジタル
サービス会社を代表するインドの業界団体

欧州電気通信
標準化機構
(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

598-2019-

05-coai-

and-etsi-

sign-mou-

to-foster-a-

closer-co-

operation-

on-

telecom-

standardiz

ation

ドイツ 2-E6 DINはAIの

ための標準
化ロードマッ
プを開発

5月14日 DINはAIの標準化ロードマップの開発プロセスを開始
 目的：

• ドイツ経済の国際競争力を支え、欧州の価値基準を国際レベルに引
き上げる、標準化及び標準化のためのフレームワークの早期開発

 内容：
• 既存の標準の概要とAIの側面に関する標準、特に今後の活動に関
する推奨事項について説明

 今後のスケジュール：
• DINは連邦経済エネルギー省(BMWi)に代わってDKEと協力し、
「標準化における倫理及び自律型機械と車両におけるAIの標準化」
に関する標準化ロードマップを作成予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/din-

erarbeitet-

normungsr

oadmap-

fuer-ki-

330466

640

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/8)

ドイツでは、DINがDKEと協力しAIの標準化ロードマップの開発プロセスを開始

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1598-2019-05-coai-and-etsi-sign-mou-to-foster-a-closer-co-operation-on-telecom-standardization
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-erarbeitet-normungsroadmap-fuer-ki-330466
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ヘルス
ケア

欧州 2-E7 ETSI技術委
員会Smart 

BANは最近、
スマートボ
ディエリア
ネットワーク
の規格であ
るETSI TS 

103 327を
発行

5月20日 ETSI技術委員会であるSmart BAN委員会はスマートボディエリアネット
ワーク技術(SmartBAN)の規格であるETSI TS 103 327を発行

 SmartBAN技術概要：
• 主にセンサー、ウェアラブル、アクチュエーター等の低電力組み込み
デバイスを使用し、人間と環境の重要なデータを収集及び監視する
医療ヘルスケア向け無線通信

• 利用例：緊急治療室に来る患者の病歴を診察前に事前に把握可能

欧州電気通信
標準化機構
(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

news/1606

-2019-05-

etsi-

releases-

specificati

on-for-

smart-

body-area-

networks-

to-

facilitate-

ehealth
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/8)

ETSI技術委員会であるSmart BAN委員会はスマートボディエリアネットワーク技術
(SmartBAN)の規格であるETSI TS 103 327を発行

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/news/1606-2019-05-etsi-releases-specification-for-smart-body-area-networks-to-facilitate-ehealth
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ヘルス
ケア

欧州 2-E8 EU、著作権
法改正へ

5月30日 欧州議会はネット上の著作権保護法の改正案を採決(5月26日)
 欧州議会は、インターネット上のコンテンツに関する著作権法の改正案を採
決し、348対274で可決、2020年にも施行される見通し。EUがルールを抜本
的に見直すのは約20年ぶり
 目的：

• グーグルなどIT大手に著作権侵害コンテンツの削除や、適切な著作
権の使用料支払いを義務付け

 施行までのプロセス：
• 新指令の施行には、加盟各国の批准が必要
• 全加盟国が批准し施行された後、各国は2年間でこの指令を国内法
にする必要有

 新「EU著作権指令」は著作権者の認可を得ていないコンテンツについて、
ネットサービスを提供するテクノロジー企業が責任を負うとする内容が含まれ、
インターネットの世界が変わってしまうとの懸念が拡大
 懸念される改正点：

• 第11条：ニュースコンテンツを掲載するサーチエンジンやポータルサ
イトに対し、リンク元のニュースサイトに使用料を支払うことを義務付
け

• 第13条：著作権を侵害するコンテンツについて、テクノロジー企業に
対して大きな責任を追及予定

日本経済新聞

BBC

https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GKKZO45

430230Z2

0C19A5TJ

2000/

https://ww

w.bbc com

/japanese/

47715953

642

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/8)

欧州議会は、インターネット上のコンテンツに関する著作権法の改正案を採決して
おり、今後2020年の施行が見込まれる

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.bbc.com/japanese/47715953
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ヘルス
ケア

欧州 2-E9 Mandate M 

/ 420及び
prEN 

17210に

関するオー
プンワーク
ショップ

5月 建築のアクセシビリティ要件に関する規格についてオープンワークショッ
プを開催予定(6月5日@ブリュッセル予定)

 討議予定内容：
• CEN-CENELEC JTC 11 Accessibility in the built environmentに
て開発中のprEN 17210「建築環境のアクセシビリティと有用性 - 機
能要件」に関し専門家が文書の内容を発表し、関係者と意見交換

• 本規格は、建築環境のアクセシビリティに関する最初の欧州規格

 背景：
• 公共調達に関する標準化命令Mandate M / 420に従い、ISO 

21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of 

the built environmentを基に規格策定を実施

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n (ANEC)

http://www.

anec.eu/p

ublications

/newsletter

s/816-

trading-

standards-

anec-

enewslette

r-ed-4-

2019

英国 2-E10 医療機器規
制及び規格
に関する
BSI及び
AAMIの
国際会議

5月 BSIとAAMI(医療器具開発協会)がイベントを開催予定
(6月27日～28日@ロンドン)

 討議内容(予定)：
• BREXITの影響に関する最新の見解 - MHRAの講演者
• 製造業者に対するMDRの要件
• 品質管理システムの将来、ISO 13485及びISO 9001の将来的な整
合

• リスク管理の標準化に関する最新情報
• 医療技術におけるAI及び機械学習アルゴリズムを管理する規格及び
規制手法の開発概要

英国規格協会
(BSI)

https://sho

p bsigroup

.com/Navi

gate-

by/Confere

nces/Conf

erences/N

ow-

Booking/M

edical-

Devices-

World/Med

ical Devic

es World/

?utm sour

ce=google

&utm med

ium=cpc&

utm camp

aign=SM-

SUB-BEV-

CN-

bsiaamiev

ent-1904

643

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/8)

CEN-CENELECでは、Mandateに基づく建築のアクセシビリティ要件に関する規格
について、オープンワークショップを開催予定

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.anec.eu/publications/newsletters/816-trading-standards-anec-enewsletter-ed-4-2019
https://shop.bsigroup.com/Navigate-by/Conferences/Conferences/Now-Booking/Medical-Devices-World/Medical_Devices_World/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SM-SUB-BEV-CN-bsiaamievent-1904
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ヘルス
ケア

欧州 2-E11 CENと
CENELEC

が2019年
StandarDa

ysを開催

5月3日 CENとCENELECは2019年版のStandarDaysを開催
(4月29日～30日@ブリュッセル)

 目的：
• 欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより一般に普及

 参加者：
• 欧州各地からの国家標準化機関、業界、NGO、欧州機関、学術界な
ど(計111人)

 内容：
• 国際協力、イノベーションや研究分野への取り組み、循環経済、中小
企業、デジタル社会などのいくつかの優先分野における欧州規格の
役割等、CEN及びCENELECの活動に関する議論

 セッション例：
• 「循環経済を支える標準化」：循環経済を直接支援して欧州規格がど
のように開発されているか、そして業界、立法者、市民にとっての付
加価値について討議

• 「デジタル変換と標準化」： プロセス、システム、サプライチェーンのデ
ジタル化が標準に与える影響

• 「標準化とイノベーション」：イノベーションの推進やHorizon 2020に標
準が果たす役割

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief_ne

ws/Pages/

TN-2019-

031.aspx

644

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/8)

CEN及びCENELECは、欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより
一般に普及させるため、2日間のセッション「StandarDays」を開催

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-031.aspx
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E12 標準化及び
ITセキュリ

ティの分野
における標
準化に関す
るワーク
ショップ

5月21日 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するドイツ - 中国
ワークショップを開催(5月20日)

 DINは中国のSAC/TC 260と情報技術及びアプリケーション標準化委員会
(NIA)との間で締結された覚書に基づいた議論を実施(2019年2月)

 討議内容：
• ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的枠組みについて
意見を交換

• AI及びビッグデータの分野におけるITセキュリティの標準化及び標準
化における現在の開発に関する情報を交換

• SC 27:ITセキュリティ(ISO/IEC JTC 1/SC 27)とSC 42:AI(ISO/IEC 

JTC 1/SC 42)との間で緊密な情報交換が必要なことを確認
• 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッグデータ、AI及
び国境を越えたデータ転送のITセキュリティ」に関するホワイトペー
パー構造を定義

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/deu

tsch-

chinesisch

er-

workshop-

zu-

normung-

und-

standardisi

erung-im-

bereich-it-

sicherheit-

331286

ドイツ 2-E13  ISO / IEC 

JTC 1が新

しい標準化
分野を切り
開く

5月24日 第34回合同技術委員会ISO / IEC JTC1 を開催(@マウイ)
 18カ国から70人以上の専門家が情報技術の分野における将来の作業計画
について議論：
 デジタルツイン※に関する諮問グループを再設立：

• 諮問グループでは今後ITとインダストリー4.0を繋げるとともに、当分
野における標準化活動について討議予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/iso-

iec-jtc-1-

erschliesst

-neue-

normungsf

elder-

331994

645

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(8/8)

DINは中国のSAC/TC 260との覚書に基づき、標準化及びITセキュリティの分野にお
ける標準化に関するドイツ - 中国ワークショップを開催

ヘルスケアテーマ別情報詳細

※デジタルツイン：サイバー空間上に実際の製品や製造工程を再現したシステム

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/deutsch-chinesischer-workshop-zu-normung-und-standardisierung-im-bereich-it-sicherheit-331286
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/iso-iec-jtc-1-erschliesst-neue-normungsfelder-331994
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 HL7 

Internation

al ニュース

5月 レポートにてHL7*1規格の内、2018年1月以降にANSI によって承認され
た規格について紹介

 ANSI承認規格：
• 「HL7 Version 3 Standard: Core Principles and Properties of 

Version 3 Models, Release 2」(2018年11月 1日承認)

• 「HL7 CDA® R2 Implementation Guide: Trauma Registry Data 

Submission, Release 2 - US Realm」(2019年1月17日承認)

• ANSI/HL7 Implementation Guide: UDI Pattern, Release 1

(2019年2月21日承認)

• Characteristics of a Value Set Definition, Release 1 

(2019年3月1日承認)

Health Level 

Seven

(HL7) 

International

http://www.

hl7.org/do

cumentcen

ter/public_t

emp B2A

C6C09-

1C23-

BA17-

0CE2EC9

19AF9B01

1/newslett

ers/HL7 N

EWS 201

90425.pdf

646

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/6)

米Health Level Seven (HL7) Internationalは、レポートを発行し、ANSIにより
承認された国家規格について紹介している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

*1 「医療情報システム間のISO-OSI第7層アプリケーション層」に由来

http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_B2AC6C09-1C23-BA17-0CE2EC919AF9B011/newsletters/HL7_NEWS_20190425.pdf
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ヘルス
ケア

米国 2-U2 NIST / 

DOCは、AI

標準活動へ
の連邦政府
の関与につ
いての意見
を求める

5月1日 米国商務省(DOC)の米国標準技術局(NIST)がAIの技術標準に関する
情報要求(RFI)を発行

 2019年2月11日のAIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領
令(EO)に準拠し、AIの技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、及び機
会、ならびにAI標準関連の活動に連邦が関与するための優先分野について
のコメントを要望
 EO内容：

• AI技術を使用する信頼性があり、堅牢で信頼できるシステムをサ
ポートするための技術標準と関連ツールの開発における連邦政府の
関与のための計画を作成するようNISTに指示

 今後のスケジュール：
• NIST本部で、AI計画の策定を進めるための議論にこれらの利害関
係者を参加させるためのワークショップも開催予定(5月30日 予定)

 RFIに対するANSIの対応：
• ANSIはRFIへの回答を作成中
• ANSIはANSIのメンバーに対し、5月20日までにANSIの回答作成に
貢献すること、または5月31日までにNISTに直接フィードバックを提
出することを強く推奨

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

6cea2560-

19ad-

4534-

8da6-

6899a37a

715e

647

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/6)

米国標準技術局(NIST)はAIの技術標準に関する情報要求(RFI)を発行している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6cea2560-19ad-4534-8da6-6899a37a715e
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ヘルス
ケア

米国 2-U3 ANSIと
NISTが

新規覚書に
署名

5月3日 ANSIとNISTは自主基準設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加促
進を目的とした新規覚書に署名

 MoU締結内容：
• 可能な限り最高の規格策定を支援するための協調的な国家的アプ
ローチの必要性を再確認

 背景：
• ANSIとNIST間で1995年に最初のMoUに署名

 目的：
• 自主基準及び適合性評価の問題に関する米国内の民間及び公共部
門の当事者間の国内コミュニケーション及び調整を促進し、自主基準
設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加を促進

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

beaf9f2a-

aa61-

45ed-

829e-

b5601ae2

2174

648

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/6)

ANSIとNISTは自主基準設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加促進を目的とし
た新規覚書に署名

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=beaf9f2a-aa61-45ed-829e-b5601ae22174
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ヘルス
ケア

米国 2-U4 Lahey 

Health 

System、
タフツ、EHR

アラートの
発行、HIE

機能

5月3日 マサチューセッツに本拠を置くLahey Health SystemとTufts Medical 

Centerは、eLINC健康情報交換(HIE)を通じクラウドベースの健康データ
交換ソリューションとそのEHR技術を統合

 Lahey Health SystemとTufts Medical Centerは、Secure Exchange 

Solutions(SES)のデータ交換テクノロジを使用してプロバイダを接続し、患者
中心の医療への道を開拓
 目的：

• eLINCと統合し、LaheyとTuftsのプロバイダーは、EHRアラートと高
度な健康データ交換機能を利用して、プロバイダー間及びケア環境
間のコミュニケーションを向上

 SES概要：
• 業界標準を利用し病院や200万人のDirectTrustネットワーク参加者
の間で患者中心の医療を推進

• DirectTrustネットワークは、2018年にANSI申請プロセスを開始し4

月末に認証取得。健康データ交換標準向上への取り組みを実施
• ANSI認定を取得することで、DirectTrustネットワークは、医療機関、
医療提供者、患者を連携させ、ケアの移行、臨床効率、及びケアの
調整を改善するという使命を前進させることが可能

EHR 

Intelligence

https://ehri

ntelligence

.com/news

/lahey-

health-

system-

tufts-

launch-

ehr-alerts-

hie-

capabilitie

s

649

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/6)

Lahey Health SystemとTufts Medical Centerは、Secure Exchange Solutionsの
データ交換テクノロジを使用してプロバイダを接続し、患者中心の医療への道を開拓

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://ehrintelligence.com/news/lahey-health-system-tufts-launch-ehr-alerts-hie-capabilities
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ヘルス
ケア

米国 2-U5 RIA標準化
委員会が共
同ロボットの
Power and 

Forceの
テストに関
する新しい
技術レポー
トを発表

5月14日 RIA R15.06標準化委員会は、Technical Report(TR)R15.806-2018を
完成

 RIA TR R15.806 – 2018 名称：
• A Guide to Testing Pressure and Force in Collaborative Robot 

Applications 

 目的：
• 共同アプリケーションの準静的及び過渡的な接触イベントに関連する
圧力と力を測定するための試験方法と測定基準に対処

• PFL(Power and Force Limiting)※協働ロボットの最適なテスト方法
について解説

 規定内容：
• 試験測定の条件、測定装置、及び正確な試験方法。R15.06-2012を
補足し、R15.606-2016を拡張

Robot Industry 

Association

(RIA)

https://ww

w.robotics.

org/conten

t-

detail cfm/I

ndustrial-

Robotics-

News/RIA-

Standards-

Committee

-Releases-

New-

Technical-

Report-on-

Testing-

Power-

Force-in-

Collaborati

ve-

Robots/co

ntent id/7

886

米国 2-U6 UL、AIの
主要機関に
参加

5月15日 ULは学術者が結集するマルチステークホルダー組織であるPAI 

(Partnership on AI)に加盟
 PAI概要：

• AIの社会的影響をよりよく理解するために、世界中の学者、研究者、
技術企業、公民権団体などを集めたマルチステークホルダー組織

 ULによるAIに関する規格開発：
• 規格開発チームは協力者と共にUL 4600を作成中
• UL4600は安全原則及び自律製品の評価のためのプロセスについて
規定予定

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://new

s.ul com/n

ews/ul-

joins-

leading-

body-

artificial-

intelligenc

e

650

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/6)

ULは学術者が結集するマルチステークホルダー組織であるPAI (Partnership on 

AI)に加盟したことを発表

ヘルスケアテーマ別情報詳細

※各関節にあるアクチュエータの出力軸 (減速機の出力軸) にトルクセンサを取り付けることにより、アームのどこに触れても接触を検知し自動停止する機能

https://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-News/RIA-Standards-Committee-Releases-New-Technical-Report-on-Testing-Power-Force-in-Collaborative-Robots/content_id/7886
https://news.ul.com/news/ul-joins-leading-body-artificial-intelligence
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U7 ANSI、世界
標準化週間
2019のイベ
ントスケ
ジュールを
発表

5月13日 ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを発表
(11月4日～8日 @ワシントンDC)

 規格と適合性評価コミュニティの間から、ANSIメンバーと多様な民間及び公
共部門の利害関係者を集め、議論等を実施
 イベント・会議開催内容(予定)：

• ANSI会員フォーラム
• 政策委員会会合
• 将来に向けた効果的な人員の育成の会議
• ANSI法的問題フォーラム：Hazy Days：大麻業界の規制と標準化の
理解

• 年次ANSI賞晩さん会(ノミネートは現在開催中)

• ANSI-NIST大学助成金受賞者シンポジウム
＊分野別に関する詳細情報については記載なし

CISION PR

Newswire

https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/a

nsi-

releases-

schedule-

of-events-

for-world-

standards-

week-

2019-

30084912

8 html
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/6)

ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを公開しており、政策
委員会会合や法的問題フォーラム等が実施される予定

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.prnewswire.com/news-releases/ansi-releases-schedule-of-events-for-world-standards-week-2019-300849128.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C1 第83回IEC

会議準備

委員会資料
グループが
第2回作業
部会を開催

5月8日 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回会合を開催
(4月26日)

 会議内容：
• 各グループが作業の進捗を報告
• 第二回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムの開会式での基調講
演にてXi Jinping事務総長が示した標準化作業に関する重要な指示
の実施を要求

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343539.ht

m

中国 2-C2 2019年標準

化戦略関連
研究プロ
ジェクト検討
会を北京で
開催

5月8日 市場監督管理局の標準化及び技術部は、標準化戦略関連の研究プロ
ジェクトに関するレビュー会議を開催(4月29日@北京)

 会議内容：
• 参加した専門家は、プロジェクト研究の目標タスク設定、研究アイデ
ア、期待される結果、予算について意見や提案を提示

 出席者：
• 中国工学アカデミーの学者
• 中国標準化専門家委員会 He Hezhen委員長
• 中国国家標準化専門家委員会 Zhang Gang副議長
• その他6名の専門家

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343540.ht

m

652

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/6)

中国では、第83回IEC会議準備委員会資料グループの第2回会合、標準化戦略関連
の研究プロジェクトに関するレビュー会議等が開催されている

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343539.htm
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343540.htm
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C3 共同でC3

セキュリティ
サミットを
開催

5月13日 「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び
標準フォーラム」を開催(5月8日@成都)

 討議内容：
• 国際的なサイバーセキュリティ戦略とポリシー研究、クラウドサービス
セキュリティのレビューと標準化研究

• データ取引と国境を越えたデータセキュリティ、ガバナンス、アプリ違
反、個人情報識別とコンプライアンスの勧告

• 国際電気通信連合IoTの進捗状況とスマートシティの標準化
• 自動車業界におけるネットワークセキュリティの標準化の状況と展望
の解説及び共有

• クラウドコンピューティング、IoT、個人情報保護、自動車用電子機器、
その他のホットテクノロジー分野の現状

• ネットワークセキュリティの国家規格に対する包括的な理解促進
 出席者：

• ネットワークセキュリティ分野のリーダー
• 技術の専門家や学者
• 国内外の業界のリーダー等、計2,000人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5086

.html

中国 2-C4 北京で
「China 

Standard 

2035」プロ
ジェクト討論
会を開催

5月14日 「中国標準2035」プロジェクト討論会を中国工学アカデミーで開催
(5月13日)

 討論会内容：
• プロジェクトの一般報告書概要の作成に関する包括的なプロジェクト
チームの報告を受け、参加者が「中国規格2035」プロジェクトの一般
報告書概要とプロジェクト研究に含まれる主な問題について議論

 出席者：
• 標準化技術部、市場監督管理総局の標準化・革新部、及びさまざま
なプロジェクトやプロジェクト事務所の責任者等

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201905/t2

0190514

343556.ht

m

653

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/6)

中国では「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び標準
フォーラム」が開催され、セキュリティ分野や関連技術についての幅広い内容を議論

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5086.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201905/t20190514_343556.htm
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国

参照#
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C5 ISO / IEC 

JTC 1デジ

タルヘルス
アドバイザリ
グループの
招集者とし
て選出され
た中国の
専門家

5月15日 第34回ISO / IEC JTC技術合同技術委員会(ISO / IEC JTC 1)を開催
(5月6日～10日@ハワイ)

 デジタル健康諮問グループを設立することを決定し、中国電子技術標準化協
会が諮問グループの招集者になることに合意
 アドバイザリーグループのメンバー(初回バッチ)：

• 中国、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、イギリ
ス、アメリカ

 CESIの今後の活動予定：
• 既存の研究基盤をもとに、国内外の関連部隊や標準化団体の技術
力を積極的に組織

• 必要に応じ調査報告書を作成し、JTC 1ヘその報告書を提出し標準
化の方向性や推奨事項等を提案予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5090

.html

654

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/6)

CESIは、第34回ISO / IEC JTC技術合同技術委員会(ISO / IEC JTC 1)の開催を紹介

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201905/5090.html
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C6 中国標準化
協会電気電
子部門が
「インテリ
ジェントス
イッチ及び
類似機能デ
バイスのイ
ンテリジェン
トレベル評
価のための
技術仕様」
及び「スマー
トソケット及
び類似機能
デバイスの
インテリジェ
ントレベル
評価のため
の技術仕
様」グルー
プ標準の最
初の編集会
議を北京で
開催

5月16日 中国標準化協会電気電子部門が「インテリジェントスイッチ及び同様の機
能デバイスのためのインテリジェントレベル評価技術仕様」及び「スマート
ソケット及び同様の機能デバイスのインテリジェントレベル評価のための
技術仕様」の討議を開催(5月15日～16日@北京)

 討議内容：
• 2規格の用語、定義及び評価について討議
• 2規格が「安全で信頼性があり、使いやすい」という3つのインテリジェ
ント機能を提唱し、指標システムと知能レベルのレベル、評価指標と
評価方法を詳細に規定することを決定

中国標準化
協会(CAS)

http://www.

china-

cas org/zx

dtxhxw/18

15.jhtml

655

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/6)

中国標準化協会電気電子部門はインテリジェントスイッチや同等機能デバイスのため
の評価技術仕様について討議

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1815.jhtml
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C7 デジタル経
済エンパ
ワーメント
フォーラム
のためのAI

に参加

5月28日 中国電子技術標準化研究院が「デジタル経済エンパワーメントのための
AIフォーラム」に参加(5月24日@上海)

 フォーラムにおける上海経済情報委員会の副理事長コメント(要旨)：
• AI産業の発展と技術の応用により、標準化作業がAIの発展のための
重要な支援となっていることを指摘

• 中国積極的に推進しているAI標準システムの構築、主要標準の開発
と標準化メカニズムの構築について紹介

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5121

.html

中国 2-C8 2019年中国
国際ビッグ
データ産業
博覧会ビッ
グデータ標
準化は貴陽
で開催され
た産業高品
質開発
フォーラムを
支援

5月29日 2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化支援産業
高品質開発フォーラムを開催(5月25日@貴陽)

 会議内容：
• データ管理に対し「DCMM国家規格適合性評価証明書」、「国家ビッ
グデータシステム製品品質監督検査センタービッグデータシステム標
準コンプライアンス証明書」及び「第3回データ標準化及びガバナンス
優秀評価証明書」を発行

• キャパシティビルディング、ビッグデータシステム製品の強化、及び
データガバナンスが業界のベンチマークを設定

 出席者：
• 貴州省政治諮問会議副会長
• 産業情報技術部の情報及びソフトウェアサービス部門副局長
• 国家市場管理監督局局長
• 貴州省産業情報技術部部長
• 貴州省市場監督管理部長
• 人民政府の副市長
• 200人以上の専門家

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5127

.html

656

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/6)

CESIは、AIフォーラムへの参加やビッグデータ標準化に関するフォーラムの開催に
ついて紹介

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201905/5121.html
http://www.cesi.cn/201905/5127.html
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C9 「スマートト
イレのエネ
ルギー効率
の限界と
等級」の
国家規格レ
ビュー会議
を北京で
開催

5月31日 国家エネルギー財団及び管理標準化技術委員会(SAC / TC 20)は、「ス
マートトイレエネルギー効率限界及び等級」の国内標準レビューを開催
(5月24日@北京)

 スマートトイレ概要：
• 人体の排泄物や人体の洗浄、シートリングの暖房、温風の乾燥など、
従来のトイレ製品と電子インテリジェント制御モジュールを組み合わ
せたクロスボーダー製品

 規格化目的：
• スマートトイレのエネルギー効率の向上
• 省エネ及び節水技術の進歩の指導
• 公衆の省エネ及び節水の環境意識の向上
• スマートトイレ産業の健全な発展の促進
• スマートトイレ製品の市場競争力の向上
• 中国のグリーン開発と生態文明構築をさらに推進し、中国のエネル
ギー効率水効率ラベルシステム実施のための支援と基盤を提供 等

 討議内容：
• 技術的内容及び標準レビュードラフトに関する報告
• 起草グループは、レビュー及び改訂意見に従って、標準レビュー草案
の改訂及び改善を早急に完了し、承認のための草稿を作成し、強制
性国家規格として承認及び公開するために、国家標準化管理委員会
に報告することを勧告

 出席者：
• 全国エネルギー標準化委員会、業界の専門家及び標準的な製図部
門、計40人以上

中国標準化
研究院(CNIS)

http://www.

cnis gov.cn/

xwdt/bzhdt/

201905/t20

190531 24

981.shtml

657

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/6)

国家エネルギー財団及び管理標準化技術委員会(SAC / TC 20)は、「スマートトイレ
エネルギー効率限界及び等級」の国内標準レビューを開催

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cnis.gov.cn/xwdt/bzhdt/201905/t20190531_24981.shtml
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

タイ 2-A1 データ共有
が議論を巻
き起こす

5月2日 タイ通信規制当局は、州が携帯電話の使用に関する一般的なデータ
(個人情報を除く)へアクセス可能とするために通信事業法の詳細修正の
議論を開始したものの、主要3社からの反対に直面

 規制当局は、2019年に発効することを目標としたIoT及び関連機器の一連の
規制条件を起草
(昨年4月に当局がIoTとコネクテッドデバイスの規制枠組みを作成するための
委員会を設立した後に発生)

 委員会は、5つのカテゴリーについて議論
 番号付けと識別
 スペクトル及び技術標準
 無線通信と競争に関する許可
 セキュリティとプライバシーデータ配置構造
 データの相互運用性

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/b

usiness/tel

ecom/167

0660/data-

sharing-

stirs-the-

pot

658

【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(1/7)

タイ通信規制当局は、携帯電話使用に関する一般的なデータへのアクセス拡大を目的
とした、通信事業法の修正に関する議論を開始したものの、頓挫している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.bangkokpost.com/business/telecom/1670660/data-sharing-stirs-the-pot
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

シンガ
ポール

2-A2 BlueChilliが
東南アジア
向けヘルス
テックアクセ
ラレーター
事業を開始

5月6日 オーストラリアのスタートアップアクセラレータBlueChilliが、ヘルステック
アクセラレータ事業のため、シンガポール企業庁(ESG)と連携し、東南ア
ジアのヘルス分野に関する課題と機会に取り組むスタートアップを募集
(5月28日～募集開始)

 目的：
• 新たなヘルステックのアイデアの発掘と、それらによる地域のヘルス
イノベーションの推進

 対象：
• アーリーステージのスタートアップ

 選ばれた企業のメリット：
• 6か月間BlueChilliの技術開発サービスや、スタートアップのトレーニ
ング、シードファンディング、アドバイザーやメンターのグローバルな
ネットワークにアクセス可能

 スタートアップをスカウトすることで、BlueChilliが支援するシンガポール拠点
のヘルステックアクセラレータ事業を促進

 ESGのサポートにより、BlueChilliは、コモンウェルス科学産業調査機構
(CSIRO)やGale Grown Asia等のシンガポールとオーストラリアのヘルス＆
イノベーションパートナーのネットワークを構築

 Galen Grow Asiaによると、アジア太平洋地域のヘルステックセクターは投資
資金の調達額で米国の次に大きく、昨年ヘルステックのスタートアップに投じ
られた金額は63億ドル

The Business 

Times

https://ww

w.busines

stimes.co

m.sg/gara

ge/bluechil

li-

launches-

healthtech

-

accelerato

r-for-south-

east-asia

ベトナ
ム

2-A3 携帯端末及
び付属機器
のEMCに
関する技術
基準

5月14日 ベトナムの情報通信省(MIC)は、携帯端末とデジタル携帯電話通信シス
テムの補助装置の電磁適合性に関する国内の技術規制を起草

 この国内技術規則草案はETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)に基づい
ており、ユーザー機器(UE)及びモバイルネットワークで運用される補助機器
に関するEMCの技術的要件を規定
 採用予定日：2019年6月1日
 発効予定日：2019年8月1日

Vista 

Compliance 

Laboratories 

and Vista 

Laboratories

https://ww

w.vista-

complianc

e com/new

s/newspos

ts/2019/ne

wspost190

514
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(2/7)

オーストラリアのスタートアップアクセラレータBlueChilliとシンガポール企業庁(ESG)

はヘルス分野の課題解決と機会活用に向けたスタートアップのイニシアティブを募集

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.businesstimes.com.sg/garage/bluechilli-launches-healthtech-accelerator-for-south-east-asia
https://www.vista-compliance.com/news/newsposts/2019/newspost190514
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ヘルス
ケア

インド
ネシア

2-A4 インドネシア
の技能人材
増加のため
のデジタル
人材奨学金

5月17日 通信情報省が、デジタル分野におけるトレーニングに関する25,000もの
奨学金の機会を提供

 目的：
• 国内のIndustrie 4.0.の分野における人材能力向上のため

 対象分野：
• AI、IoT、サイバーセキュリティ

 対象者：
• 30の大学、23の専門学校、4つの国際認証機関

Opengovasia https://ww

w.opengov

asia.com/d

igital-

talent-

scholarshi

ps-to-

boost-

indonesias

-skilled-hr/

シンガ
ポール

2-A5 シンガポー
ル、来年5G

ネットワーク
の導入に
向け前進

5月7日 シンガポール通信規制当局は、本年末に国内の通信キャリアに対し5G

の導入時期、性能や設計、財政的能力に関する提案を要請予定
 企業や市民に対し、新たなネットワークの規制に関するコメントを募集(5月7

日-6月19日)

 政府は、来年できるだけ早い時期に少なくとも2つのネットワークに対してスペ
クトラムの割り当てを予定

• シンガポールは、韓国や米国と比較して5Gの導入が遅れているが、
自動化技術やIoTの適用や自動運転の導入を可能にするため、政府
は高速高度ネットワークが必要不可欠であると認識

bloomberg https://ww

w.bloombe

rg com/ne

ws/articles/

2019-05-

07/singapo

re-takes-

step-

toward-

introducing

-5g-

network-

next-year

シンガ
ポール

2-A6 IMDAは企
業及び公共
の移動式使
用のための
スペクトル
の配分に関
するパブコメ
を開始

5月17日 IMDA(Infocmm Media Development Authority)は、800 MHz、1900 

MHz、及び2100 MHzの周波数帯の割り当てに関して提案されている政
策及び規制の枠組みに関する見解要求のため、パブコメを開始

 シンガポールの電気通信インフラストラクチャは、デジタルエコノミーの重要な
推進力と位置付けられており、これら帯域にスペクトルを割り当てることにより、
IMDAは企業及び一般市民向けの新しく革新的なモバイルサービスの継続的
な開発を促進することを想定
 パブコメ期間：

• 2019年5月17日～2019年7月15日まで

Singapore 

Government:

Infocomm 

Media 

Development 

Authority 

(IMDA)

https://www2

.imda.gov.sg/

news-and-

events/Media

-

Room/Media-

Releases/20

19/IMDA-

Launches-

Public-

Consultation-

on-

Allocation-of-

Spectrum-

for-

Enterprise-

and-Public-

Mobile-Use
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(3/7)

シンガポールIMDAは、周波数帯の割り当てに関して提案されている政策及び規制の
枠組みについてパブコメを開始している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.opengovasia.com/digital-talent-scholarships-to-boost-indonesias-skilled-hr/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-07/singapore-takes-step-toward-introducing-5g-network-next-year
https://www2.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2019/IMDA-Launches-Public-Consultation-on-Allocation-of-Spectrum-for-Enterprise-and-Public-Mobile-Use
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ヘルス
ケア

シンガ
ポール

2-A7 モノのイン
ターネット
(IoT)

5月21日 IMDAは、IoT及びセンサーネットワーク用のTechnical 

References(TR)として公開される一連のIoT標準をIT Standards 

Committee (ITSC)のIoT技術委員会と共に開発
 インターフェースの相互運用性を重視し、開発

 主な適用可能な規格：
• TR 38 : 2014 Sensor network for smart nation (public areas)

• TR 40 : 2014 Sensor networks for Smart Nation (homes)

• TR 47 : 2016 IoT reference architecture for Smart Nation

• TR 50 : 2016 IoT information and services interoperability for 

Smart Nation

• TR 64 : 2018 Guidelines for IoT security for smart nation

• IMDA IoT Cyber Security Guide (2019)

Singapore 

Government:

Infocomm 

Media 

Development 

Authority 

(IMDA)

https://ww

w2 imda.g

ov sg/regul

ations-

and-

licensing-

listing/ict-

standards-

and-

quality-of-

service/IT-

Standards-

and-

Framewor

ks/Internet

-of-Things

シンガ
ポール

2-A8 シンガポー
ル、データ
侵害通知の
ガイドライン
を更新

5月22日 個人情報保護法の改正の一環として、データ侵害通知ガイドラインを
変更

 最新案では、インシデント発生から30日以内にデータ漏洩/侵害の調査を行
い、その調査結果について個人データ保護委員会(Personal Data 

Protection Commission)へ72時間以内に報告完了することを要求

 また企業は、500人以上の人々を含む侵害と重大な害や影響をもたらす侵害
について報告するよう求められる

IAPP https://iapp

.org/news/

a/singapor

e-updates-

guidelines-

for-data-

breach-

notification

s/
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(4/7)

IMDAは、IoT及びセンサーネットワーク用のTechnical References(TR)として公開
される一連のIoT標準をIoT技術委員会と共に開発している

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www2.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/ict-standards-and-quality-of-service/IT-Standards-and-Frameworks/Internet-of-Things
https://iapp.org/news/a/singapore-updates-guidelines-for-data-breach-notifications/
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ヘルス
ケア

シンガ
ポール

2-A9 シンガポー
ルが英国を
破り、世界
で最もAI成

熟度の高い
国となる

5月21日 シンガポールが、今年の政府のAI準備指標(Government AI 

Readiness Index)で昨年1位の英国を破りトップに
 実施者：

• Oxford Insights(テクノロジーコンサルティングファーム)及び国際開
発研究センター(カナダ政府により設立された公共機関)

 ランキング：
• シンガポール、UK、ドイツ、米国、フィンランド、スウェーデン、カナダ、
フランス、デンマーク、日本の順

 採点方法：
• 指標は、①ガバナンス、②インフラとデータ、③スキルと教育、④政
府・公共サービスの4つの分野、11の指標で採点

• 特に、報告書の執筆者は、政府のAI戦略の一環として、政府が倫理
的な基準を設け、参照ガバナンスフレームワークを策定するため、AI

倫理諮問評議会の設立したことに感銘
 評価対象：

• 世界194か国

Civil Service 

World

https://ww

w.civilservi

ceworld.co

m/articles/

news/sing

apore-

beats-uk-

title-

worlds-

most-ai-

ready-

governme

nt
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(5/7)

シンガポールは、Oxford Insightsと国際開発センターが実施するAI準備指標におい
て、世界トップに君臨

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.civilserviceworld.com/articles/news/singapore-beats-uk-title-worlds-most-ai-ready-government
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ヘルス
ケア

ベトナ
ム

2-A10 2018年
12月28日に

国家標準を
発表し、キャ
ンセルする
決定

5月27日 科学技術省は、国家規格の解除に関する決定4240 / QD-BKHCN、
及び国家規格の発表に関する決定4241 / QD-BKHCNを発行
(12月28日)

 決定4240 / QD-BKHCNにおいて、国内規格TCVN 7898：2009(給湯器のエ
ネルギー効率に係る規格)を取り消し

 決定4241 / QD-BKHCNにおいて、国家規格 TCVN 7898：2018(家庭用温
水ヒーターの予約 - エネルギー効率)を発表

TCVN https://tcvn

.gov.vn/20

19/05/quy

et-dinh-

cong-bo-

va-huy-bo-

tieu-

chuan-

quoc-gia-

8/

マレー
シア

2-A11 2019年5月
15日にマ
レーシアの
ペナンで開
催された第
15回標準化
技術委員会
(TCS 15)

5月15日 ISAの第15 回標準化技術委員会(TCS15)の会議を開催
(5月15日@マレーシア ペナン)

 ISA TCSの議長兼IEC TC34の議長であるMr. Andreas Scholtzが会議を
ファシリテート

 マレーシアや中国を中心とする各国より約60人の専門家が参加

ISA World http://www.

isa-

world org/s

how.php?c

ontentid=3

75

マレー
シア

2-A12 相互接続性
はデジタル
トランス
フォーメー
ションのカギ
となる

5月16日 世界電気通信情報社会デー(WTISD)では、「標準化のギャップを埋め
る」をテーマとし、50周年を記念

 WTISDの目的：
• インターネットやその他の情報通信技術(ICT)の使用が社会や経済に
もたらす可能性についての認識を高める

• WTISD2019に関連し、マレーシア通信マルチメディア委員会が業界
パフォーマンスレポート(IPR)2018を発行

Focus 

Malaysia

http://www.

focusmala

ysia.my/Sn

ippets/con

nectivity-

key-to-

digital-

transforma

tion
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(6/7)

ベトナム科学技術省は、決定4241 / QD-BKHCNにより、国家規格 TCVN 7898：
2018(家庭用温水ヒーターの予約 - エネルギー効率)を発表

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/05/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-8/
http://www.isa-world.org/show.php?contentid=375
http://www.focusmalaysia.my/Snippets/connectivity-key-to-digital-transformation
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ヘルス
ケア

インド
ネシア

2-A13 SMA St. 

Louis 1 

Surabaya

高校が2019

年全国標準
化エッセイ
コンテスト
優勝

5月17日 全国標準化エッセイコンテストの優勝者が決定
 優勝者：

• Catholic St. Louis 1 Surabaya高校(Maharani Ayu Putri Irawan、
Evan Leonard、Tiffany Lindsay Silamurti)

• エッセイタイトル 「第4次産業革命へ向けた経済システムの向上：未
来の小売産業におけるセルフオーダーマシーン」

 第2位：
• Catholic St. Louis 1 Surabaya高校(Sherryn Febrina Sugihjono、

Margareth Arcelia Carissa、 Stephanie Soedarsono)

• エッセイタイトル「自動エコフレンドリーマシーンを搭載したココナッツ
の殻による効果的なプラスチック削減」

 第3位：
• MAN Insan Cendikia Gorontalo 高校(Taufiq Qurrohman、Salwa 

Asti Wandansari、Siti Fathonah Nuraisyah)

• エッセイタイトル「ゴロンタロとうもろこし産業における統合された第4

次技術がローカル企業を経済成長させる(ローカル中小零細企業に
とって高度で低価格な自動化とうもろこしパイマシーン) 」

インドネシア
国家標準化庁
(BSN)

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

150/sma-

st.-louis-1-

surabaya-

juarai-

kompetisi-

standardis

asi-

nasional-

2019
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(7/7)

インドネシアでは、BSNにより全国標準化エッセイコンテストが開催され、優勝者が
発表された

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10150/sma-st.-louis-1-surabaya-juarai-kompetisi-standardisasi-nasional-2019
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ヘルス
ケア

国際 2-O1 どのような
技術が私た
ちの環境保
護に貢献し
ています
か？
(ISOfocus

レポートよ
り)

5月8日 ISOfocusの2019年5月/ 6月号を発行、クリーンかつ環境に優しい持続
可能性について特集

 レポート概要：
• 汚染や気候変動がグリーンテクノロジーに影響を与える重要な問題
と、カナダ、コスタリカ、オーストラリアを含む世界中の最新の技術開
発に関する詳細な分析について記載

• 技術の進歩により、従来のストーブや直火よりも排出量が大幅に少
ないクリーンな調理用ストーブに関する研究が推進されていることに
ついても記載

 ストーブに関する規格について：
• 近年採用されているストーブ及び燃料に係る基準への関心が高まり、
より高性能のテクノロジへの移行が進行。ISO / TC 285が規格を策
定し、新たにクリーンな調理性能を設定することによりベンチマークを
向上

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref238

8 html

国際 2-O2 AIで環境効

率を最適化
する新しい
ITUフォーカ
スグループ

5月27日 自動化及びスマートマニュファクチャリングの増加、AIの時代における環
境効率を研究する新しいフォーカスグループを設立

 フォーカスグループ目的：
• 新技術の環境的に効率的な運用や、より広範な情報通信技術(ICT)

エコシステムの環境効率に対する技術影響についてのガイダンスの
提供

 フォーカスグループ概要：
• 名称：「AI及びその他の新技術の環境効率」(FG-AI4EE)

 活動内容：
• 「環境、気候変動及び循環経済」に関するITU標準化専門家グループ

(ITU-T研究グループ5)に討議内容をレポート予定
• IMT-2020(5G)システムの環境要件に関するITUの進行中の研究へ
の支援も期待

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR08.aspx
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/4)

ISOfocusの2019年5月/ 6月号では、クリーンかつ環境に優しい持続可能性について
特集

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2388.html
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR08.aspx
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ヘルス
ケア

国際 2-O3 42カ国が
OECDのAI

に関する新
原則を採択

5月22日 OECD諸国及びパートナー諸国は、AIに関する初の国際的な政策ガイド
ラインを正式に採択(5月22日)

 OECD加盟36カ国及びアルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、ペ
ルー、ルーマニアは、パリで本日から明日まで開催されているOECDの年次
閣僚理事会で「AIに関するOECD原則(OECD Principles on Artificial 

Intelligence)」に署名
• AIシステムが健全、安全、公正かつ信頼に足るように構築されること
を目指す国際標準を支持することで合意

 閣僚理事会のテーマ：
• 「持続可能な発展のためのデジタル転換の促進」

 目的：
• 政府、組織、個人がAIシステムを人々の利益を最優先と考えて構築、
運用し、AIシステムの設計者、運用者にその適切な利用に責任を持
たせる際の指針を付与

 OECD原則概要：
• 政府、学術界、ビジネス、市民社会、国際機関、ハイテク社会、労働
組合から50名以上のメンバーで形成された専門家グループによる指
導を基にして作成

• 信頼できるAIの5つの価値に基づく原則と5つの原則を参考
 OECDによる各国政府への推奨事項：

• 信頼できるAIのイノベーションを刺激するために、研究開発への官民
投資を促進

• デジタルインフラとテクノロジーでAIエコシステムとデータと知識の共
有メカニズムの利便性の向上

• 信頼できるAIシステムの普及に道を開く政策環境を創出
• 人々にAIに関わる技能を身につけさせるとともに、労働者が偏りなく
転職できるよう支援

• 情報を共有し標準を開発し、責任あるAIの報告監督義務を果たせる
ように、国際的、産業部門横断的に協力

OECD

Modern 

diplomacy

https://ww

w.oecd.org

/tokyo/new

sroom/fort

y-two-

countries-

adopt-

new-oecd-

principles-

on-

artificial-

intelligenc

e-

japanese-

version ht

m

https://mod

erndiplom

acy eu/201

9/05/17/we

-need-to-

lead-

technology

-not-let-

technology

-lead-us/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/4)

OECD諸国及びパートナー諸国は、AIに関する初の国際的な政策ガイドラインを正式
に採択した

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence-japanese-version.htm
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ヘルス
ケア

国際 2-O4 世界通信
デー：技術
標準の役割
と学際的

アプローチ
の必要性

5月17日 最初の万国電信条約署名及び国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に
「世界電気通信日のつどい」を開催(5月17日)

 今年のテーマ：
• 「標準化のギャップを埋める」

 世界電気通信情報協会デーに向けたITU事務局長のHoulin Zhaoコメン
ト：

• 「AIと自律システムによって強化された今後の5G規格は、自動運転
車やより安全でスマートな都市への適合を支援する」

 知的な機械システム、AIや自律システムに対する「倫理的に調和したデザイ
ン」(EAD)標準の開発について注目に値する研究として記事内で紹介。
研究の最初の報告書は、2019年3月に発行済み
 報告書策定者

• IEEEグローバルイニシアチブ(IEEE Global Initiative)

• 日本AI学会
• MITダライ・ラマ倫理センター
• IEEE SMCS (IEEE Systems, Man and Cybernetics Society)

 既存IEEE規格と上記研究会との関係：
• 研究会で設定した人権、幸福、透明性、説明責任などの8つの中核
原則に基づいて、EADは将来、AI及び自律システムに関するIEEE 

P7000シリーズ(システム設計中に生じる倫理的問題への対処に関
するモデルプロセス)の標準規格に影響を与える可能性有

Financial 

Express

https://ww

w.financial

express.co

m/opinion/

world-

telecom-

day-role-

of-tech-

standards-

and-the-

need-for-

interdiscipl

inary-

approach/

1580649/

667

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/4)

ITUは、国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に「世界電気通信日のつどい」を開催

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.financialexpress.com/opinion/world-telecom-day-role-of-tech-standards-and-the-need-for-interdisciplinary-approach/1580649/
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ヘルス
ケア

国際 2-O5 第3回年次
グローバル
サミットAIは、
グローバル
規模での
影響力創出
を狙う

5月28日 第3回年次グローバルサミットAIを開催(5月28日～31日@ジュネーブ)
 目的：

• AI技術の信頼できる、安全で包括的な開発とそれらの利益への公平
なアクセスを確実にすること

 討議内容：
• 教育、医療、福祉、社会と経済の平等、宇宙研究、そしてスマートで
安全なモビリティの向上におけるAIの価値

• グローバル規模を達成することを目的とした潜在的なAIソリューショ
ンを支援するための行動を提案

 参加者
• 120カ国以上から2,000人以上が参加
• 300以上の業界の代表(例：Mirosoft, Siemens、Google、Baidu等)、

50以上の大学・政府・NGO/国際機関(赤十字、仏大統領アドバイ
ザー、世界チェスチャンピオン等)が講演

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR07.aspx

668

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/4)

ITUにより、ジュネーブで第3回年次グローバルサミットAIが開催された

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR07.aspx
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E1 DIN SPEC 

27072：ス

マートホー
ムのセキュ
リティ強化

5月8日 DINは、DIN SPEC 27072「情報技術 - IoT対応機器 - 情報セキュリティ
の最小要件」に準拠したIoT対応機器の情報セキュリティ仕様を公開

 規定内容：
• 小売または小規模消費者部門などのインターネット対応デバイスに
関するITセキュリティ要件と推奨事項・

• 製造業者向けの設計時におけるセキュリティとデフォルトによるセ
キュリティの実装の具体的な指示

 策定参加機関：
• 連邦情報セキュリティ局(BSI)

• 製造業者及び試験機関 等

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/din-

spec-

27072-

mehr-

sicherheit-

im-smart-

home-

330088

ス
ウェー
デン

3-E2

 

フレーム
ワークはAI

に中立で

安全な基盤
を与える

5月10日 SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国内委員会
TK 611にて討議

 AIを中心とした標準化に関する作業：
• ビッグデータやクラウドサービスと同様にSISとISOの両方で進行中

 SISのAI標準化に関する見解：
• 新しい規格の開発には通常3年程度かかるが、AI分野では新しくより
迅速な作業方法を見つけることが問題になる可能性があり、持続可
能なAIを保証する規格を策定するプロセスをスピードアップする必要
がある

• AIについて中国とアメリカは競合しており、政治的な駆け引きも存在
する中、国際標準化において強力な立場にあるスウェーデンは、この
2か国の間で仲介人の役割を実施

スウェーデン
規格協会
(SIS)

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/ramver

k-ger-ai-

en-neutral-

och-saker-

grund/

670

【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/6)

ドイツDINは、DIN SPEC 27072「情報技術 - IoT対応機器 - 情報セキュリティの最小
要件」に準拠したIoT対応機器の情報セキュリティ仕様を公開

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-spec-27072-mehr-sicherheit-im-smart-home-330088
https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/ramverk-ger-ai-en-neutral-och-saker-grund/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E3

 

COAIと
ETSIがテレ

コムの標準
化に向けて
より密に
協力を促進
する覚書を
締結

5月13日 COAI(インド携帯電話事業者協会)とETSIは、関連規格に関するETSIと
インドの協力促進を目的としてMoUを締結

 MoU目的：
• グローバルな情報基盤の確立に貢献することを目的として、地域的
及び国際的な標準化を直接的または間接的に実行し促進

• ICTの分野における標準化の取り組みを強化するために、EUとインド
の間で定期的かつ継続的な対話の実施

 COAI：
• 主大手通信会社、インターネット会社、テクノロジー会社、デジタル
サービス会社を代表するインドの業界団体

欧州電気通信
標準化機構
(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

598-2019-

05-coai-

and-etsi-

sign-mou-

to-foster-a-

closer-co-

operation-

on-

telecom-

standardiz

ation

ドイツ 3-E4

 

DINはAIの

ための標準
化ロードマッ
プを開発

5月14日 DINはAIの標準化ロードマップの開発プロセスを開始
 目的：

• ドイツ経済の国際競争力を支え、欧州の価値基準を国際レベルに引
き上げる、標準化及び標準化のためのフレームワークの早期開発

 内容：
• 既存の標準の概要とAIの側面に関する標準、特に今後の活動に関
する推奨事項について説明

 今後のスケジュール：
• DINは連邦経済エネルギー省(BMWi)に代わってDKEと協力し、「標
準化における倫理及び自律型機械と車両におけるAIの標準化」に関
する標準化ロードマップを作成予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/din-

erarbeitet-

normungsr

oadmap-

fuer-ki-

330466
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/6)

COAI(インド携帯電話事業者協会)とETSIは、ICT等関連規格に関するETSIとインド
の協力促進を目的としてMoUを締結

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1598-2019-05-coai-and-etsi-sign-mou-to-foster-a-closer-co-operation-on-telecom-standardization
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-erarbeitet-normungsroadmap-fuer-ki-330466
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E5 インダスト
リー4.0に向

かう途中の
中小企業の
ための実用
的なサイ
バーセキュ
リティ

5月20日 電気工学、電子情報技術協会(VDE)とフラウンホーファーIOSB-INAの1

日ワークショップで、自動化システムのサイバーセキュリティについての
実用的な活用について紹介(4月30日)

 ユースケースの状態監視、プラグアンドワーク、及び最適化を実現するため
に、インテリジェントで安全なIndustrie 4.0通信の確立された方法を提示
 紹介内容：

• ラウンホーファーIOSB-INAの研究員であるAbdul Sami Nasseryは
講演で産業用ネットワークインフラストラクチャの保護について話し、
ネットワーク分析による攻撃の検出や、Industry 4.0の主要なITセ
キュリティ標準とされているIEC 62443シリーズの標準についても紹
介

PRESSEBOX https://ww

w.presseb

ox.de/inakt

iv/fraunhof

er-

anwendun

gszentrum

-industrial-

automatio

n-iosb-

ina/Praxis

nahe-

Cybersich

erheit-fuer-

KMU-auf-

dem-Weg-

zur-

Industrie-

4-

0/boxid/95

7042

672

【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/6)

ドイツVDEとフラウンホーファーIOSB-INAの1日ワークショップでは、自動化システム
のサイバーセキュリティについての実用的な活用について紹介

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.pressebox.de/inaktiv/fraunhofer-anwendungszentrum-industrial-automation-iosb-ina/Praxisnahe-Cybersicherheit-fuer-KMU-auf-dem-Weg-zur-Industrie-4-0/boxid/957042
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E6 EU、著作権
法改正へ

5月30日 欧州議会はネット上の著作権保護法の改正案を採決(5月26日)
 欧州議会は、インターネット上のコンテンツに関する著作権法の改正案を採
決し、348対274で可決、2020年にも施行される見通し。EUがルールを抜本
的に見直すのは約20年ぶり
 目的：

• グーグルなどIT大手に著作権侵害コンテンツの削除や、適切な著作
権の使用料支払いを義務付け

 施行までのプロセス：
• 新指令の施行には、加盟各国の批准が必要
• 全加盟国が批准し施行された後、各国は2年間でこの指令を国内法
にする必要有

 新「EU著作権指令」は著作権者の認可を得ていないコンテンツについて、
ネットサービスを提供するテクノロジー企業が責任を負うとする内容が含まれ、
インターネットの世界が変わってしまうとの懸念が拡大
 懸念される改正点：

• 第11条：ニュースコンテンツを掲載するサーチエンジンやポータルサ
イトに対し、リンク元のニュースサイトに使用料を支払うことを義務付
け

• 第13条：著作権を侵害するコンテンツについて、テクノロジー企業に
対して大きな責任を追及予定

日本経済新聞

BBC

https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GKKZO45

430230Z2

0C19A5TJ

2000/

https://ww

w.bbc com

/japanese/

47715953
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/6)

欧州議会は、インターネット上のコンテンツに関する著作権法の改正案を採決してお
り、今後2020年の施行が見込まれる

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.bbc.com/japanese/47715953
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E7 CENと
CENELEC

が2019年
StandarDa

ysを開催

5月3日 CENとCENELECは2019年版のStandarDaysを開催
(4月29日～30日@ブリュッセル)

 目的：
• 欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより一般に普及

 参加者：
• 欧州各地からの国家標準化機関、業界、NGO、欧州機関、学術界な
ど(計111人)

 内容：
• 国際協力、イノベーションや研究分野への取り組み、循環経済、中小
企業、デジタル社会などのいくつかの優先分野における欧州規格の
役割等、CEN及びCENELECの活動に関する議論

 セッション例：
• 「循環経済を支える標準化」：循環経済を直接支援して欧州規格がど
のように開発されているか、そして業界、立法者、市民にとっての付
加価値について討議

• 「デジタル変換と標準化」： プロセス、システム、サプライチェーンのデ
ジタル化が標準に与える影響

• 「標準化とイノベーション」：イノベーションの推進やHorizon 2020に標
準が果たす役割

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief_ne

ws/Pages/

TN-2019-

031.aspx

674

【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/6)

CEN及びCENELECは、欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより
一般に普及させるため、2日間のセッション「StandarDays」を開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-031.aspx
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E8 標準化及び
ITセキュリ

ティの分野
における

標準化に関
するワーク
ショップ

5月21日 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するドイツ - 中国
ワークショップを開催(5月20日)

 DINは中国のSAC/TC 260と情報技術及びアプリケーション標準化委員会
(NIA)との間で締結された覚書に基づいた議論を実施(2019年2月)

 討議内容：
• ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的枠組みについて
意見を交換

• AI及びビッグデータの分野におけるITセキュリティの標準化及び標準
化における現在の開発に関する情報を交換

• SC 27:ITセキュリティ(ISO/IEC JTC 1/SC 27)とSC 42:AI(ISO/IEC 

JTC 1/SC 42)との間で緊密な情報交換が必要なことを確認
• 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッグデータ、AI及
び国境を越えたデータ転送のITセキュリティ」に関するホワイトペー
パー構造を定義

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/deu

tsch-

chinesisch

er-

workshop-

zu-

normung-

und-

standardisi

erung-im-

bereich-it-

sicherheit-

331286

ドイツ 3-E9 ISO / IEC 

JTC 1が新

しい標準化
分野を切り
開く

5月24日 第34回合同技術委員会ISO / IEC JTC1 を開催(@マウイ)
 18カ国から70人以上の専門家が情報技術の分野における将来の作業計画
について議論
 デジタルツイン※に関する諮問グループを再設立：

• 諮問グループでは今後ITとインダストリー4.0を繋げるとともに、当分
野における標準化活動について討議予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/iso-

iec-jtc-1-

erschliesst

-neue-

normungsf

elder-

331994

675

【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/6)

DINは中国のSAC/TC 260との覚書に基づき、標準化及びITセキュリティの分野にお
ける標準化に関するドイツ - 中国ワークショップを開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

※デジタルツイン：サイバー空間上に実際の製品や製造工程を再現したシステム

再掲

再掲

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/deutsch-chinesischer-workshop-zu-normung-und-standardisierung-im-bereich-it-sicherheit-331286
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/iso-iec-jtc-1-erschliesst-neue-normungsfelder-331994
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米国 3-U1 NIST / 

DOCは、AI

標準活動へ
の連邦政府
の関与につ
いての意見
を求める

5月1日 米国商務省(DOC)の米国標準技術局(NIST)がAIの技術標準に関する
情報要求(RFI)を発行

 2019年2月11日のAIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領
令(EO)に準拠し、AIの技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、及び機
会、ならびにAI標準関連の活動に連邦が関与するための優先分野について
のコメントを要望
 EO内容：

• AI技術を使用する信頼性があり、堅牢で信頼できるシステムをサ
ポートするための技術標準と関連ツールの開発における連邦政府の
関与のための計画を作成するようNISTに指示

 今後のスケジュール：
• NIST本部で、AI計画の策定を進めるための議論にこれらの利害関
係者を参加させるためのワークショップも開催予定(5月30日 予定)

 RFIに対するANSIの対応：
• ANSIはRFIへの回答を作成中
• ANSIはANSIのメンバーに対し、5月20日までにANSIの回答作成に
貢献すること、または5月31日までにNISTに直接フィードバックを提
出することを強く推奨

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

6cea2560-

19ad-

4534-

8da6-

6899a37a

715e

676

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/3)

米国標準技術局(NIST)はAIの技術標準に関する情報要求(RFI)を発行

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6cea2560-19ad-4534-8da6-6899a37a715e
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トマ
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チャリ
ング

米国 3-U2 ANSIと
NISTが

新規覚書に
署名

5月3日 ANSIとNISTは自主基準設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加促
進を目的とした新規覚書に署名

 MoU締結内容：
• 可能な限り最高の規格策定を支援するための協調的な国家的アプ
ローチの必要性を再確認

 背景：
• ANSIとNIST間で1995年に最初のMoUに署名

 目的：
• 自主基準及び適合性評価の問題に関する米国内の民間及び公共部
門の当事者間の国内コミュニケーション及び調整を促進し、自主基準
設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加を促進

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

beaf9f2a-

aa61-

45ed-

829e-

b5601ae2

2174

米国 3-U3 RIA標準化

委員会が共
同ロボットの
Power and 

Forceの

テストに関
する新しい
技術レポー
トを発表

5月14日 RIA R15.06標準化委員会は、Technical Report(TR)R15.806-2018を
完成

 RIA TR R15.806 – 2018 名称：
• A Guide to Testing Pressure and Force in Collaborative Robot 

Applications 

 目的：
• 共同アプリケーションの準静的及び過渡的な接触イベントに関連する
圧力と力を測定するための試験方法と測定基準に対処

• PFL(Power and Force Limiting)※協働ロボットの最適なテスト方法
について解説

 規定内容：
• 試験測定の条件、測定装置、及び正確な試験方法。R15.06-2012を
補足し、R15.606-2016を拡張

Robot Industry 

Association

(RIA)

https://ww

w.robotics.

org/conten

t-

detail cfm/I

ndustrial-

Robotics-

News/RIA-

Standards-

Committee

-Releases-

New-

Technical-

Report-on-

Testing-

Power-

Force-in-

Collaborati

ve-

Robots/co

ntent id/7

886

677

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/3)

米国Robot Industry Associationの標準化委員会は、ロボットアプリケーションに
関するTechnical Report (TR)R15.806-2018を発行

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

※各関節にあるアクチュエータの出力軸 (減速機の出力軸) にトルクセンサを取り付けることにより、アームのどこに触れても接触を検知し自動停止する機能

再掲

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=beaf9f2a-aa61-45ed-829e-b5601ae22174
https://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-News/RIA-Standards-Committee-Releases-New-Technical-Report-on-Testing-Power-Force-in-Collaborative-Robots/content_id/7886
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米国 3-U4 UL、AIの
主要機関に
参加

5月15日 ULは学術者が結集するマルチステークホルダー組織であるPAI 

(Partnership on AI)に加盟
 PAI概要：

• AIの社会的影響をよりよく理解するために、世界中の学者、研究者、
技術企業、公民権団体などを集めたマルチステークホルダー組織

 ULによるAIに関する規格開発：
• 規格開発チームは協力者と共にUL 4600を作成中
• UL4600は安全原則及び自律製品の評価のためのプロセスについて
規定予定

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://new

s.ul com/n

ews/ul-

joins-

leading-

body-

artificial-

intelligenc

e

米国 3-U5 ANSI、世界
標準化週間
2019のイベ
ントスケ
ジュールを
発表

5月13日 ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを発表
(11月4日～8日@ワシントンDC)

 規格と適合性評価コミュニティの間から、ANSIメンバーと多様な民間及び公
共部門の利害関係者を集め、議論等を実施
 イベント・会議開催内容(予定)：

• ANSI会員フォーラム
• 政策委員会会合
• 将来に向けた効果的な人員の育成の会議
• ANSI法的問題フォーラム：Hazy Days：大麻業界の規制と標準化の
理解

• 年次ANSI賞晩さん会(ノミネートは現在開催中)

• ANSI-NIST大学助成金受賞者シンポジウム
＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

CISION PR

Newswire

https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/a

nsi-

releases-

schedule-

of-events-

for-world-

standards-

week-

2019-

30084912

8 html

678

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/3)

ULは学術者が結集するマルチステークホルダー組織であるPAI (Partnership on 

AI)に加盟したことを発表

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://news.ul.com/news/ul-joins-leading-body-artificial-intelligence
https://www.prnewswire.com/news-releases/ansi-releases-schedule-of-events-for-world-standards-week-2019-300849128.html
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チャリ
ング

中国 3-C1 2019年標準
化戦略関連
研究プロ
ジェクト検討
会を北京で
開催

5月8日 市場監督管理局の標準化及び技術部は、標準化戦略関連の研究プロ
ジェクトに関するレビュー会議を開催(4月29日@北京)

 会議内容：
• 参加した専門家は、プロジェクト研究の目標タスク設定、研究アイデ
ア、期待される結果、予算について意見や提案を提示

 出席者：
• 中国工学アカデミーの学者
• 中国標準化専門家委員会 He Hezhen委員長
• 中国国家標準化専門家委員会 Zhang Gang副議長
• その他6名の専門家

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343540.ht

m

中国 3-C2 第83回IEC

会議準備

委員会資料
グループが
第2回作業
部会を開催

5月8日 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回会合を開催
(4月26日)

 会議内容：
• 各グループが作業の進捗を報告
• 第二回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムの開会式での基調講
演にてXi Jinping事務総長が示した標準化作業に関する重要な指示
の実施を要求

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343539.ht

m

679

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/4)

中国では、第83回IEC会議準備委員会資料グループの第2回会合、標準化戦略関連
の研究プロジェクトに関するレビュー会議等が開催されている

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343540.htm
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343539.htm
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中国 3-C3 共同でC3

セキュリティ
サミットを
開催

5月13日 「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び
標準フォーラム」を開催(5月8日@成都)

 討議内容：
• 国際的なサイバーセキュリティ戦略とポリシー研究、クラウドサービス
セキュリティのレビューと標準化研究

• データ取引と国境を越えたデータセキュリティ、ガバナンス、アプリ違
反、個人情報識別とコンプライアンスの勧告

• 国際電気通信連合IoTの進捗状況とスマートシティの標準化
• 自動車業界におけるネットワークセキュリティの標準化の状況と展望
の解説及び共有

• クラウドコンピューティング、IoT、個人情報保護、自動車用電子機器、
その他のホットテクノロジー分野の現状

• ネットワークセキュリティの国家規格に対する包括的な理解促進
 出席者：

• ネットワークセキュリティ分野のリーダー
• 技術の専門家や学者
• 国内外の業界のリーダー等、計2,000人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5086

.html

中国 3-C4 北京で
「China 

Standard 

2035」プロ

ジェクト討論
会を開催

5月14日 「中国標準2035」プロジェクト討論会を中国工学アカデミーで開催
(5月13日)

 討論会内容：
• プロジェクトの一般報告書概要の作成に関する包括的なプロジェクト
チームの報告を受け、参加者が「中国規格2035」プロジェクトの一般
報告書概要とプロジェクト研究に含まれる主な問題について議論

 出席者：
• 標準化技術部、市場監督管理総局の標準化・革新部、及びさまざま
なプロジェクトやプロジェクト事務所の責任者等

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201905/t2

0190514

343556.ht

m

680

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/4)

中国では「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び標準
フォーラム」が開催され、セキュリティ分野や関連技術についての幅広い内容を議論

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5086.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201905/t20190514_343556.htm
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中国 3-C5 ISO / IEC 

JTC 1デジ
タルヘルス
アドバイザリ
グループの
招集者とし
て選出され
た中国の
専門家

5月15日 第34回ISO / IEC JTC技術合同技術委員会(ISO / IEC JTC 1)を開催
(5月6日～10日@ハワイ)

 デジタル健康諮問グループを設立することを決定し、中国電子技術標準化協
会が諮問グループの招集者になることに合意
 アドバイザリーグループのメンバー(初回バッチ)：

• 中国、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、イギリ
ス、アメリカ

 CESIの今後の活動予定：
• 既存の研究基盤をもとに、国内外の関連部隊や標準化団体の技術
力を積極的に組織

• 必要に応じ調査報告書を作成し、JTC 1ヘその報告書を提出し標準
化の方向性や推奨事項等を提案予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5090

.html

中国 3-C6 デジタル経
済エンパ
ワーメント
フォーラム
のためのAI

に参加

5月28日 中国電子技術標準化研究院が「デジタル経済エンパワーメントのための
AIフォーラム」に参加(5月24日@上海)

 フォーラムにおける上海経済情報委員会の副理事長コメント(要旨)：
• AI産業の発展と技術の応用により、標準化作業がAIの発展のための
重要な支援となっていることを指摘

• 中国積極的に推進しているAI標準システムの構築、主要標準の開発
と標準化メカニズムの構築について紹介

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5121

.html

681

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/4)

CESIは、第34回ISO / IEC JTC技術合同技術委員会(ISO / IEC JTC 1)の開催を紹介

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5090.html
http://www.cesi.cn/201905/5121.html
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中国 3-C7 2019年中国
国際ビッグ
データ産業
博覧会ビッ
グデータ標
準化は貴陽
で開催され
た産業高品
質開発
フォーラムを
支援

5月29日 2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化支援産業
高品質開発フォーラムを開催(5月25日@貴陽)

 会議内容：
• データ管理に対し「DCMM国家規格適合性評価証明書」、「国家ビッ
グデータシステム製品品質監督検査センタービッグデータシステム標
準コンプライアンス証明書」及び「第3回データ標準化及びガバナンス
優秀評価証明書」を発行

• キャパシティビルディング、ビッグデータシステム製品の強化、及び
データガバナンスが業界のベンチマークを設定

 出席者：
• 貴州省政治諮問会議副会長
• 産業情報技術部の情報及びソフトウェアサービス部門副局長
• 国家市場管理監督局局長
• 貴州省産業情報技術部部長
• 貴州省市場監督管理部長
• 人民政府の副市長
• 200人以上の専門家

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5127

.html

682

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/4)

2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化支援産業高品質開発
フォーラムが貴陽にて開催された

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5127.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

タイ 3-A1 データ共有
が議論を
巻き起こす

5月2日 タイ通信規制当局は、州が携帯電話の使用に関する一般的なデータ
(個人情報を除く)へアクセス可能とするために通信事業法の詳細修正の
議論を開始したものの、主要3社からの反対に直面

 規制当局は、2019年に発効することを目標としたIoT及び関連機器の一連の
規制条件を起草
(昨年4月に当局がIoTとコネクテッドデバイスの規制枠組みを作成するための
委員会を設立した後に発生)

 委員会は、5つのカテゴリーについて議論
 番号付けと識別
 スペクトル及び技術標準
 無線通信と競争に関する許可
 セキュリティとプライバシーデータ配置構造
 データの相互運用性

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/b

usiness/tel

ecom/167

0660/data-

sharing-

stirs-the-

pot

シンガ
ポール

3-A2 シンガポー
ル、来年5G

ネットワーク
の導入に
向け前進

5月7日 シンガポール通信規制当局は、本年末に国内の通信キャリアに対し5G

の導入時期、性能や設計、財政的能力に関する提案を要請予定
 企業や市民に対し、新たなネットワークの規制に関するコメントを募集

(5月7日-6月19日)

 政府は、来年できるだけ早い時期に少なくとも2つのネットワークに対してスペ
クトラムの割り当てを予定

• シンガポールは、韓国や米国と比較して5Gの導入が遅れているが、
自動化技術やIoTの適用や自動運転の導入を可能にするため、政府
は高速高度ネットワークが必要不可欠であると認識

bloomberg https://ww

w.bloombe

rg com/ne

ws/articles/

2019-05-

07/singapo

re-takes-

step-

toward-

introducing

-5g-

network-

next-year
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/9)

タイ通信規制当局は、携帯電話使用に関する一般的なデータへのアクセス拡大を目
的とした、通信事業法の修正に関する議論を開始したものの、頓挫している

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.bangkokpost.com/business/telecom/1670660/data-sharing-stirs-the-pot
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-07/singapore-takes-step-toward-introducing-5g-network-next-year
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

シンガ
ポール

3-A3 IMDAは企
業及び公共
の移動式使
用のための
スペクトル
の配分に関
するパブコメ
を開始

5月17日 IMDA(Infocmm Media Development Authority)は、800 MHz、1900 

MHz、及び2100 MHzの周波数帯の割り当てに関して提案されている政
策及び規制の枠組みに関する見解要求のため、パブコメを開始

 シンガポールの電気通信インフラストラクチャは、デジタルエコノミーの重要な
推進力と位置付けられており、これら帯域にスペクトルを割り当てることにより、
IMDAは企業及び一般市民向けの新しく革新的なモバイルサービスの継続的
な開発を促進することを想定
 パブコメ期間：

• 2019年5月17日～2019年7月15日まで

Singapore 

Government:

Infocomm 

Media 

Development 

Authority 

(IMDA)

https://ww

w2 imda.g

ov sg/new

s-and-

events/Me

dia-

Room/Med

ia-

Releases/

2019/IMD

A-

Launches-

Public-

Consultati

on-on-

Allocation-

of-

Spectrum-

for-

Enterprise-

and-

Public-

Mobile-

Use

インド
ネシア

3-A4 インドネシア
の技能人材
増加のため
のデジタル
人材奨学金

5月17日 通信情報省が、デジタル分野におけるトレーニングに関する25,000もの
奨学金の機会を提供

 目的：
• 国内のIndustrie 4.0.の分野における人材能力向上のため

 対象分野：
• AI、IoT、サイバーセキュリティ

 対象者：
• 30の大学、23の専門学校、4つの国際認証機関

Opengovasia https://ww

w.opengov

asia.com/d

igital-

talent-

scholarshi

ps-to-

boost-

indonesias

-skilled-hr/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/9)

シンガポールIMDAは、周波数帯の割り当てに関して提案されている政策及び規制の
枠組みについてパブコメを開始している

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www2.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2019/IMDA-Launches-Public-Consultation-on-Allocation-of-Spectrum-for-Enterprise-and-Public-Mobile-Use
https://www.opengovasia.com/digital-talent-scholarships-to-boost-indonesias-skilled-hr/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

シンガ
ポール

3-A5 モノのイン
ターネット
(IoT)

5月21日 IMDAは、IoT及びセンサーネットワーク用のTechnical 

References(TR)として公開される一連のIoT標準をIT Standards 

Committee (ITSC)のIoT技術委員会と共に開発
 インターフェースの相互運用性を重視し、開発

 主な適用可能な規格：
• TR 38 : 2014 Sensor network for smart nation (public areas)

• TR 40 : 2014 Sensor networks for Smart Nation (homes)

• TR 47 : 2016 IoT reference architecture for Smart Nation

• TR 50 : 2016 IoT information and services interoperability for 

Smart Nation

• TR 64 : 2018 Guidelines for IoT security for smart nation

• IMDA IoT Cyber Security Guide (2019)

Singapore 

Government:

Infocomm 

Media 

Development 

Authority 

(IMDA)

https://ww

w2 imda.g

ov sg/regul

ations-

and-

licensing-

listing/ict-

standards-

and-

quality-of-

service/IT-

Standards-

and-

Framewor

ks/Internet

-of-Things
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/9)

IMDAは、IoT及びセンサーネットワーク用のTechnical References(TR)として公開
される一連のIoT標準をIoT技術委員会と共に開発している

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www2.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/ict-standards-and-quality-of-service/IT-Standards-and-Frameworks/Internet-of-Things
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

タイ 3-A6 SGSがタイ・
チョンブリ県
アマタ市に
電磁両立性
(EMC)試験
所を開設

5月31日 SGSがタイのチョンブリ県アマタ市に電磁両立性(EMC)試験所を開設
 2,100平米の試験所施設において、電気機器の電磁妨害に対する試験を実
施可能

 ISO/IEC 17025(試験及び校正を行う試験所の能力に関する一般要求事項)、
CBTL(IECEE-CB体系に位置づけられる試験機関：家電、電子玩具の安全
な試験)、 (RoHS) ISO/IEC 17025 (電気電子機器に関するRoHS指令にお
ける化学物質の試験)を取得しており、SGSによる認証可能な試験範囲が拡
大

SGS https://ww

w.sgs.com

/en/news/2

019/05/sgs

-opens-

new-emc-

testing-

laboratory-

at-amata-

city-in-

chonburi-

thailand

ベトナ
ム

3-A7 Vietnam 

Industrial & 

Manufacturi

ng Fair 

2019の開催

5月 VIMF 2019では、コネクテッド・マニュファクチャリング・カンファレンス、3D

プリント＆デザインカンファレンス、ロボットとビジョンシステムカンファレン
ス、物流カンファレンスのテーマにて、3日間プレゼンテーションを実施
（6月12日～13日@Binh Duong, Vietnam予定）

 当イベントでは、3Dプリンティングの業界標準の特定に関するプレゼンテー
ションや、エネルギー管理ソリューションにおける標準コンプライアンスと電力
品質についてのプレゼンテーションも予定

OMG Events 

Management 

Co., Ltd

http://vietn

amindustri

alfiesta.co

m/conrefer

ence/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/9)

SGSがタイのチョンブリ県アマタ市に電磁両立性(EMC)試験所を開設し、当国におい
て認証可能な試験範囲を拡大

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.sgs.com/en/news/2019/05/sgs-opens-new-emc-testing-laboratory-at-amata-city-in-chonburi-thailand
http://vietnamindustrialfiesta.com/conreference/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

タイ 3-A8 Manufacturi

ng Expo 

2019

5月 製造業に係る最新技術を展示するManufacturing Expo 2019 を開催
予定(6月19日－22日@タイ バンコク)

 46カ国から2,400のブランドによる最新のイノベーションとソリューションが
集結
 主要活動/トピック：

• タイ自動車協会(TAI)によるスマートモビリティ展示
• タイ工具・金型産業協会(TDIA)による3Dプリンティング
• ロボティクスクラスターパビリオンにて、ロボティクス関連技術を提示
• プラスチックインテリジェンス＆イノベーションにて、プラスチック関連
の技術革新の提示 等

Manufacturing 

Expo

https://ww

w.manufac

turing-

expo.com/

en/Home/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/9)

タイでは、製造業に係る最新技術を展示するManufacturing Expo 2019 を開催予定

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.manufacturing-expo.com/en/Home/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ベトナ
ム

3-A9 技術トレー
ニングと
第4次産業
革命：生産
性向上の
ための革新
的なソ
リューション

5月10日 標準・計量・品質局(STAMEQ)は、韓国生産性センター(KPC)と共同で、
「技術トレーニングと第4次産業革命：将来の生産性向上のための革新的
なソリューション」セミナーを開催

 目的：
• 第4次産業革命と技術トレーニングにおける重要な要素や新たなトレ
ンドについての紹介、韓国の技術トレーニングにおける革新的なプロ
グラムや戦略の紹介

• 韓国とベトナムの比較を通じた関連政策や戦略の構築支援
 講演テーマ：

• 生産性のイノベーション、スマートプロダクションにおけるベトナム企
業の機会、ベトナムにおける自動運転車の技術転換と起業エコシス
テム

 主な講演者：
• ベトナム

Mr. Ha Minh Hiep - Deputy Director General of STAMEQ

Ms. Nguyen Thi Kim Dung, Deputy Director of the Center for 

Professional Training of Quality Assurance

• 韓国
Mr. Noh Kyoo Sung - KPC President and CEO, 

Mr. Yang Seok Won - Director of SWM Co.Ltd, 

Mr. Song Sung Ku, Vietnam Silicon Valley Management Partner

ベトナム標準・
品質局
(STAMEQ)

https://tcvn

.gov.vn/20

19/05/hoi-

thao-dao-

tao-ky-

thuat-va-

cach-

mang-

cong-

nghiep-4-

0-cac-giai-

phap-doi-

moi-nham-

tang-

cuong-

nang-suat-

trong-

tuong-lai/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/9)

ベトナムSTAMEQは、韓国生産性センター(KPC)と共同で、「技術トレーニングと第4

次産業革命：将来の生産性向上のための革新的なソリューション」セミナーを開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/05/hoi-thao-dao-tao-ky-thuat-va-cach-mang-cong-nghiep-4-0-cac-giai-phap-doi-moi-nham-tang-cuong-nang-suat-trong-tuong-lai/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

インド
ネシア

3-A10 2019年の全
国標準化
エッセイコン
テストの
テーマは
自動化技術
イノベーショ
ン

5月15日 国家標準化庁(BSN)は、高校生/職業訓練校生を対象とした全国標準化
エッセイコンテストを開催

 テーマ：
• 「第４次産業革命への備えとしてのローカル企業の自動化技術標準
の適用」

 応募者：
• インドネシア各地の18の学校から32通の応募

 選考プロセス：
• 書類選考を通過した10チームが、それぞれ3人で英語のプレゼン
テーションを実施し、その後、審査員からの質疑応答に対応

 評価基準：
• 標準への理解、構成、アイデア及び独自性、テーマへの適合性

 賞金：
• 1位に500万ルピー及び国際大会への出場権、2位に300万ルピー、

3位に200万ルピーを授与

インドネシア
国家標準化庁
(BSN)

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

143/inovas

i-teknologi-

otomasi-

hadir-

pada-

kompetisi-

standardis

asi-

nasional-

2019

マレー
シア

3-A11 相互接続性
はデジタル
トランス
フォーメー
ションのカギ
となる

5月16日 世界電気通信情報社会デー(WTISD)では、「標準化のギャップを埋め
る」をテーマとし、50周年を記念

 WTISDの目的：
• インターネットやその他の情報通信技術(ICT)の使用が社会や経済に
もたらす可能性についての認識を高める

• WTISD2019に関連し、マレーシア通信マルチメディア委員会が業界
パフォーマンスレポート(IPR)2018を発行

Focus 

Malaysia

http://www.

focusmala

ysia.my/Sn

ippets/con

nectivity-

key-to-

digital-

transforma

tion
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(7/9)

尼BSNは、高校生/職業訓練校生を対象に全国標準化エッセイコンテストを開催。
またマレーシアでは、世界電気通信情報社会デー(WTISD)を記念

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10143/inovasi-teknologi-otomasi-hadir-pada-kompetisi-standardisasi-nasional-2019
http://www.focusmalaysia.my/Snippets/connectivity-key-to-digital-transformation
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

インド
ネシア

3-A12 SMA St. 

Louis 1 

Surabaya

高校が2019

年全国標準
化エッセイコ
ンテスト
優勝

5月17日 全国標準化エッセイコンテストの優勝者が決定
 優勝者：

• Catholic St. Louis 1 Surabaya高校(Maharani Ayu Putri Irawan、
Evan Leonard、Tiffany Lindsay Silamurti)

• エッセイタイトル 「第4次産業革命へ向けた経済システムの向上：未
来の小売産業におけるセルフオーダーマシーン」

 第2位：
• Catholic St. Louis 1 Surabaya高校(Sherryn Febrina Sugihjono、

Margareth Arcelia Carissa、 Stephanie Soedarsono)

• エッセイタイトル「自動エコフレンドリーマシーンを搭載したココナッツ
の殻による効果的なプラスチック削減」

 第3位：
• MAN Insan Cendikia Gorontalo 高校(Taufiq Qurrohman、Salwa 

Asti Wandansari、Siti Fathonah Nuraisyah)

• エッセイタイトル「 ゴロンタロとうもろこし産業における統合された第4

次技術がローカル企業を経済成長させる(ローカル中小零細企業に
とって高度で低価格な自動化とうもろこしパイマシーン) 」

インドネシア
国家標準化庁
(BSN)

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

150/sma-

st.-louis-1-

surabaya-

juarai-

kompetisi-

standardis

asi-

nasional-

2019
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(8/9)

尼BSNでは、全国標準化エッセイコンテストを開催し、
第4次産業革命に向けた経済システムに関するエッセイが優勝を獲得

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10150/sma-st.-louis-1-surabaya-juarai-kompetisi-standardisasi-nasional-2019
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

タイ 3-A13 工業省が、
第6回タイ産

業エキスポ
2019の開催

へ向け、官
民のパート
ナーと協力

5月29日 「成功へのシナジー」をテーマにした第6回タイ産業エキスポの開会式を
開催(5月28日)

 場所：
• ノンタブリー県インパクトムアントンタニ展示場Challengerビル2-3

 目的：
• 第4次産業革命に向けた官民の両セクターの協力によるタイの産業
のアップグレード

 展示概要：下記8つのテーマによる展示を実施
• 栄華に関する展示
• タイ産業パビリオン「成功へのシナジー」
• ITCショーケース
• CIV(Creative Industry Village)パビリオン
• 国際コラボレーション
• 起業家マーケット
• デジタルトランスフォーメーションパビリオン
• 300を超える企業による商品展示

タイ工業省
工業規格局
(TISI)

https://ww

w.tisi go.th

/news/deta

ils/159/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(9/9)

タイでは、第4次産業革命に向けた官民の両セクターの協力によるタイの産業発展を
目的とし、第6回タイ産業エキスポの開会式を開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.tisi.go.th/news/details/159/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 AIで環境効
率を最適化
する新しい
ITUフォーカ
スグループ

5月27日 自動化及びスマートマニュファクチャリングの増加、AIの時代における環
境効率を研究する新しいフォーカスグループを設立

 フォーカスグループ目的：
• 新技術の環境的に効率的な運用や、より広範な情報通信技術(ICT)

エコシステムの環境効率に対する技術影響についてのガイダンスの
提供

 フォーカスグループ概要：
• 名称：「AI及びその他の新技術の環境効率」(FG-AI4EE)

 活動内容：
• 「環境、気候変動及び循環経済」に関するITU標準化専門家グループ

(ITU-T研究グループ5)に討議内容をレポート予定
• IMT-2020(5G)システムの環境要件に関するITUの進行中の研究へ
の支援も期待

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR08.aspx
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

ITUでは、自動化及びスマートマニュファクチャリングの増加、AIの時代における環境
効率を研究する新しいフォーカスグループを設立

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR08.aspx
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O2 世界通信
デー：技術
標準の役割
と学際的

アプローチ
の必要性

5月17日 最初の万国電信条約署名及び国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に
「世界電気通信日のつどい」を開催(5月17日)

 今年のテーマ：
• 「標準化のギャップを埋める」

 世界電気通信情報協会デーに向けたITU事務局長のHoulin Zhaoコメン
ト：

• 「AIと自律システムによって強化された今後の5G規格は、自動運転
車やより安全でスマートな都市への適合を支援する」

 知的な機械システム、AIや自律システムに対する「倫理的に調和したデザイ
ン」(EAD)標準の開発について注目に値する研究として記事内で紹介。研究
の最初の報告書は、2019年3月に発行済み
 報告書策定者

• IEEEグローバルイニシアチブ(IEEE Global Initiative)

• 日本AI学会
• MITダライ・ラマ倫理センター
• IEEE SMCS (IEEE Systems, Man and Cybernetics Society)

 既存IEEE規格と上記研究会との関係：
• 研究会で設定した人権、幸福、透明性、説明責任などの8つの中核
原則に基づいて、EADは将来、AI及び自律システムに関するIEEE 

P7000シリーズ(システム設計中に生じる倫理的問題への対処に関
するモデルプロセス)の標準規格に影響を与える可能性有

Financial 

Express

https://ww

w.financial

express.co

m/opinion/

world-

telecom-

day-role-

of-tech-

standards-

and-the-

need-for-

interdiscipl

inary-

approach/

1580649/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に「世界電気通信日のつどい」を開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.financialexpress.com/opinion/world-telecom-day-role-of-tech-standards-and-the-need-for-interdisciplinary-approach/1580649/
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モビリ
ティ

欧州 4-E1 よりオープ
ンな大西洋
横断市場？

5月 ANECとBEUCは、米国との規制協力活動に関する欧州委員会のパブ
リックコンサルテーションに応じ文書を発表

 ANECとBEUCは、EUと米国が国内、地域、国際レベルでの標準化における
消費者団体を強化すると共に、十分な財政支援を利用可能とし消費者の
利益のために規格関連における協力を提案する文書を発表

 特に自動車の安全性と排出量、製品とサービスのアクセシビリティに焦点を
当てるべきと提案
 文書内容：

• EUと米国の間では、標準化に関する情報のより良い交換が望ましい
が、さまざまな法的枠組みに関連する標準協力の複雑さを過小評価
してはならないと記述

• 標準協力においては技術的問題の詳細な分析と経済的及び環境的
影響の評価が必要であり、それらはすべてケースバイケースで実行
されるべきであると主張

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n (ANEC)

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers/816-

trading-

standards-

anec-

enewslette

r-ed-4-

2019
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/7)

ANECとBEUCは、米国との規制協力活動に関する欧州委員会のパブコメに対し、
自動車の安全性と排出量に配慮すべきとの文書を発表

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.anec.eu/publications/newsletters/816-trading-standards-anec-enewsletter-ed-4-2019
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E2 モビリティ -

エネルギー
世界の変革

5月3日 電気自動車に関連する規格やロードマップについてレポートにて紹介
 国内関連規格：

• E DIN EN 63110-1(VDE 0122-110-1)：2019-02 電気自動車の充
放電インフラストラクチャー管理のためのプロトコル - パート1：基本用
語、ユースケース、及びアーキテクチャー

• VDE-AR-E 2802-100-1(VDE AR-E 2802-100-1)：2017-10 ISO 

15118の使用に関連した電気自動車、充電インフラストラクチャ、及
びバックエンドシステムの証明書処理

• 双方向のエネルギーの流れの中に負荷管理を扱う
• DKE / GAK 353.0.11：インフラストラクチャーを充電するためのバッ
クエンド通信

• DKE / AK 353.0.101 ：双方向のエネルギーフローも考慮に入れた電
気自動車の充電時の負荷管理

• DKE / AK 353.0.401：双方向ローディング
 国際関連規格：

• IEC規格63110の枠組みの中で定義され、バックエンドプロトコルに
加えて、バックエンドの方向における充電ステーションのインター
フェースについても説明

 ロードマップ：
• ドイツ標準化ロードマップElectromobility 2020：電気安全性の分野
における現在の標準化活動を表しており、特に安全要件、車両技術、
及び充電インターフェースに関する現在の状況を要約

• DIN | DKEロードマップ「ITセキュリティ」：ネットワークの安定性、車両
及びインフラストラクチャ側のITセキュリティに関する要件を記載

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/mobilita

et
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(2/7)

ドイツDKEは、電気自動車に関連する規格やロードマップについて紹介する
レポートを発行

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/mobilitaet
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モビリ
ティ

スウェ
ーデン

4-E3 フレーム
ワークはAI

に中立で
安全な基盤
を与える

5月10日 SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国内委員会
TK 611にて討議

 AIを中心とした標準化に関する作業：
• ビッグデータやクラウドサービスと同様にSISとISOの両方で進行中

 SISのAI標準化に関する見解：
• 新しい規格の開発には通常3年程度かかるが、AI分野では新しくより
迅速な作業方法を見つけることが問題になる可能性があり、持続可
能なAIを保証する規格を策定するプロセスをスピードアップする必要
がある

• AIについて中国とアメリカは競合しており、政治的な駆け引きも存在
する中、国際標準化において強力な立場にあるスウェーデンは、この
2か国の間で仲介人の役割を実施

スウェーデン
規格協会
(SIS)

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/ramver

k-ger-ai-

en-neutral-

och-saker-

grund/

欧州 4-E4 COAIと
ETSIがテレ

コムの標準
化に向けて
より密に
協力を促進
する覚書を
締結

5月13日 COAI(インド携帯電話事業者協会)とETSIは、関連規格に関するETSIと
インドの協力促進を目的としてMoUを締結

 MoU目的：
• グローバルな情報基盤の確立に貢献することを目的として、地域的
及び国際的な標準化を直接的または間接的に実行し促進

• ICTの分野における標準化の取り組みを強化するために、EUとインド
の間で定期的かつ継続的な対話の実施

 COAI：
• 主大手通信会社、インターネット会社、テクノロジー会社、デジタル
サービス会社を代表するインドの業界団体

欧州電気通信
標準化機構
(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

598-2019-

05-coai-

and-etsi-

sign-mou-

to-foster-a-

closer-co-

operation-

on-

telecom-

standardiz

ation
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(3/7)

COAI(インド携帯電話事業者協会)とETSIは、ICT等関連規格に関するETSIとインド
の協力促進を目的としてMoUを締結

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/ramverk-ger-ai-en-neutral-och-saker-grund/
https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1598-2019-05-coai-and-etsi-sign-mou-to-foster-a-closer-co-operation-on-telecom-standardization
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E5 DINはAIの
ための標準
化ロードマッ
プを開発

5月14日 DINはAIの標準化ロードマップの開発プロセスを開始
 目的：

• ドイツ経済の国際競争力を支え、欧州の価値基準を国際レベルに引
き上げる、標準化及び標準化のためのフレームワークの早期開発

 内容：
• 既存の標準の概要とAIの側面に関する標準、特に今後の活動に関
する推奨事項について説明

 今後のスケジュール：
• DINは連邦経済エネルギー省(BMWi)に代わってDKEと協力し、「標
準化における倫理及び自律型機械及び車両におけるAIの標準化」に
関する標準化ロードマップを作成予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/din-

erarbeitet-

normungsr

oadmap-

fuer-ki-

330466

ドイツ 4-E6 BOSCH 

EBIKEシス
テムは標準
化された範
囲の参照を
支持

5月22日 Bosch eBike Systemsとドイツ二輪産業協会(ZIV)は、その他の企業や
DINと共同で「標準化範囲テストR200」を開発

 目的：
• さまざまなe-バイクの種類を客観的に比較

 背景：
• eBike製品群の各フィールドテストは、走行重量、タイヤ、空気圧、地
表、天候、ドライバーのパフォーマンス、または運転行動などの外部
からの影響によって異なり、原則として、これらの影響は再現できな
いため、それぞれの結果が比較不可能

 R200概要：
• 重量、地形の種類、地表、開始頻度、風の状態など、その他の影響
を与える要素については、典型的な値を設置

• エネルギー消費量とバッテリー容量についての情報を提供
 今後のスケジュール：

• R200は2019年末にDIN Specとして発行され、市場で確立される
予定

Pedelecs＆
E-Bikes

https://ped

elec-

elektro-

fahrrad.de/

news/bosc

h-ebike-

systems-

unterstuetz

t-

normierte-

reichweite

nangabe/2

57086/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(4/7)

Bosch eBike Systemsとドイツ二輪産業協会(ZIV)は、他企業も巻き込みDINと共同
で「標準化範囲テストR200」を開発

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-erarbeitet-normungsroadmap-fuer-ki-330466
https://pedelec-elektro-fahrrad.de/news/bosch-ebike-systems-unterstuetzt-normierte-reichweitenangabe/257086/
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モビリ
ティ

欧州 4-E7 CENと
CENELEC

が2019年
StandarDa

ysを開催

5月3日 CENとCENELECは2019年版のStandarDaysを開催
(4月29日～30日@ブリュッセル)

 目的：
• 欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより一般に普及

 参加者：
• 欧州各地からの国家標準化機関、業界、NGO、欧州機関、学術界な
ど(計111人)

 内容：
• 国際協力、イノベーションや研究分野への取り組み、循環経済、中小
企業、デジタル社会などのいくつかの優先分野における欧州規格の
役割等、CEN及びCENELECの活動に関する議論

 セッション例：
• 「循環経済を支える標準化」：循環経済を直接支援して欧州規格がど
のように開発されているか、そして業界、立法者、市民にとっての付
加価値について討議

• 「デジタル変換と標準化」： プロセス、システム、サプライチェーンのデ
ジタル化が標準に与える影響

• 「標準化とイノベーション」：イノベーションの推進やHorizon 2020に標
準が果たす役割

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief_ne

ws/Pages/

TN-2019-

031.aspx
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(5/7)

CEN及びCENELECは、欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより
一般に普及させるため、2日間のセッション「StandarDays」を開催

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-031.aspx
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E8 標準化及び
ITセキュリ

ティの分野
における

標準化に関
するワーク
ショップ

5月21日 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するドイツ - 中国
ワークショップを開催(5月20日)

 DINは中国のSAC/TC 260と情報技術及びアプリケーション標準化委員会
(NIA)との間で締結された覚書に基づいた議論を実施(2019年2月)

 討議内容：
• ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的枠組みについて
意見を交換

• AI及びビッグデータの分野におけるITセキュリティの標準化及び標準
化における現在の開発に関する情報を交換

• SC 27:ITセキュリティ(ISO/IEC JTC 1/SC 27)とSC 42:AI(ISO/IEC 

JTC 1/SC 42)との間で緊密な情報交換が必要なことを確認
• 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッグデータ、AI及
び国境を越えたデータ転送のITセキュリティ」に関するホワイトペー
パー構造を定義

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/deu

tsch-

chinesisch

er-

workshop-

zu-

normung-

und-

standardisi

erung-im-

bereich-it-

sicherheit-

331286
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(6/7)

DINは中国のSAC/TC 260との覚書に基づき、標準化及びITセキュリティの分野にお
ける標準化に関するドイツ - 中国ワークショップを開催

モビリティテーマ別情報詳細

※デジタルツイン：サイバー空間上に実際の製品や製造工程を再現したシステム

再掲

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/deutsch-chinesischer-workshop-zu-normung-und-standardisierung-im-bereich-it-sicherheit-331286
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E9 エネルギー
提携はエネ
ルギー貯蔵
規格の交換
を容易に
する

5月22日 DKEエネルギー部長が、中国最大の電気エネルギー貯蔵見本市及び展
示会に出席、講演

 ドイツと中国のエネルギーパートナーシップの招待で、VDE電気工学、電子
情報技術協会のエネルギー責任者であるAlexander Nollauは、フォーラム
「グローバルエネルギー貯蔵システムの安全性と標準化」で講演
 講演内容：

• ドイツのVDEによって導入された規格の80％以上が国際規格であり、
それは国内規格に反映されていることを紹介

• エネルギー貯蔵技術とエネルギー市場の安全で信頼できる機能のた
めの国内及び国際標準化の重要性及びエネルギーランドスケープの
デジタル化を促進するための標準と規制の必要性を強調

• 自動車用バッテリーの標準化に関するケーススタディについて発表

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/energie

partnersch

aft-

austausch-

energiesp

eicherstan

dards

ドイツ 4-E10 ISO / IEC 

JTC 1が新

しい標準化
分野を切り
開く

5月24日 第34回合同技術委員会ISO / IEC JTC1 を開催(@マウイ)
 18カ国から70人以上の専門家が情報技術の分野における将来の作業計画
について議論
 デジタルツイン※に関する諮問グループを再設立：

• 諮問グループでは今後ITとインダストリー4.0を繋げるとともに、当分
野における標準化活動について討議予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/iso-

iec-jtc-1-

erschliesst

-neue-

normungsf

elder-

331994
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(7/7)

DKEエネルギー部長は、中国最大の電気エネルギー貯蔵見本市及び展示会に出席。
自動車用バッテリーの標準化に関するケーススタディ等の講演がなされた

モビリティテーマ別情報詳細

※デジタルツイン：サイバー空間上に実際の製品や製造工程を再現したシステム

再掲

https://www.dke.de/de/news/2019/energiepartnerschaft-austausch-energiespeicherstandards
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/iso-iec-jtc-1-erschliesst-neue-normungsfelder-331994
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米国 4-U1 NIST / 

DOCは、AI

標準活動へ
の連邦政府
の関与につ
いての意見
を求める

5月1日 米国商務省(DOC)の米国標準技術局(NIST)がAIの技術標準に関する
情報要求(RFI)を発行

 2019年2月11日のAIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領
令(EO)に準拠し、AIの技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、及び機
会、ならびにAI標準関連の活動に連邦が関与するための優先分野について
のコメントを要望
 EO内容：

• AI技術を使用する信頼性があり、堅牢で信頼できるシステムをサ
ポートするための技術標準と関連ツールの開発における連邦政府の
関与のための計画を作成するようNISTに指示

 今後のスケジュール：
• NIST本部で、AI計画の策定を進めるための議論にこれらの利害関
係者を参加させるためのワークショップも開催予定(5月30日 予定)

 RFIに対するANSIの対応：
• ANSIはRFIへの回答を作成中
• ANSIはANSIのメンバーに対し、5月20日までにANSIの回答作成に
貢献すること、または5月31日までにNISTに直接フィードバックを提
出することを強く推奨

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

6cea2560-

19ad-

4534-

8da6-

6899a37a

715e

米国 4-U2 ANSIと
NISTが
新規覚書に
署名

5月3日 ANSIとNISTは自主基準設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加促
進を目的とした新規覚書に署名

 MoU締結内容：
• 可能な限り最高の規格策定を支援するための協調的な国家的アプ
ローチの必要性を再確認

 背景：
• ANSIとNIST間で1995年に最初のMoUに署名

 目的：
• 自主基準及び適合性評価の問題に関する米国内の民間及び公共部
門の当事者間の国内コミュニケーション及び調整を促進し、自主基準
設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加を促進

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

beaf9f2a-

aa61-

45ed-

829e-

b5601ae2

2174
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/4)

米国標準技術局(NIST)はAIの技術標準に関する情報要求(RFI)を発行している

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6cea2560-19ad-4534-8da6-6899a37a715e
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=beaf9f2a-aa61-45ed-829e-b5601ae22174
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米国 4-U3 UL、AIの
主要機関に
参加

5月15日 ULは学術者が結集するマルチステークホルダー組織であるPAI 

(Partnership on AI)に加盟
 PAI概要：

• AIの社会的影響をよりよく理解するために、世界中の学者、研究者、
技術企業、公民権団体などを集めたマルチステークホルダー組織

 ULによるAIに関する規格開発：
• 規格開発チームは協力者と共にUL 4600を作成中
• UL4600は安全原則及び自律製品の評価のためのプロセスについて
規定予定

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://new

s.ul com/n

ews/ul-

joins-

leading-

body-

artificial-

intelligenc

e

米国 4-U4 eモビリティ
のUL 2272

を超えた
動き

5月21日 eモビリティに関する標準化についてUL2272の策定背景や、その後の規
格動向についてレポートにて発表

 UL2272策定背景：
• ホバーボード事故が多発しその安全を確保する目的で、、業界内及
び米国消費者製品安全委員会(CPSC)などの組織と協力し、ULはe

モビリティデバイスの電気システム規格であるUL 22722(電動パーソ
ナルモビリティの安全性評価基準)を策定(2016年1月)

• UL 2272は2016年後半に拡張され、eスケートボードや小型のeス
クーターなど、すべてのパーソナルeモビリティデバイスも対象に包含

 現在の規格策定動向：
• e-モビリティ市場は過去10年間で、e-バイク、道路に耐えるe-スクー
ター、e-オートバイを含むように発展し、ULは新規にUL 2849：電動
自転車、電動アシストサイクル(EPAC自転車)、電動スクーター、及び
電動二輪車の調査概要を策定

• 上記規格はタイプの着席式、最大2人乗りの輸送が対象。電動ペダ
ルアシスト自転車や電動スロットルベースの自転車のような同様の
バッテリー駆動の自動車製品、ならびに道路に耐える自動車のため
の連邦規制に適合する道路に耐えるeスクーター及びeバイクに対応

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://new

s.ul com/n

ews/e-

mobility-

moves-

beyond-ul-

2272

703

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/4)

ULは、eモビリティに関する標準化についてUL2272の策定背景や、その後の規格動
向についてレポートにて発表

モビリティテーマ別情報詳細

※各関節にあるアクチュエータの出力軸 (減速機の出力軸) にトルクセンサを取り付けることにより、アームのどこに触れても接触を検知し自動停止する機能

再掲

https://news.ul.com/news/ul-joins-leading-body-artificial-intelligence
https://news.ul.com/news/e-mobility-moves-beyond-ul-2272
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米国 4-U5 参加：米国
のTAG参加

者が高度道
路交通シス
テムに関す
るISO技術
委員会専門
家を募集

5月29日 ANSIのTAG(Technical Advisory Group)は、高度道路交通システム
に関するISO技術委員会TC 204:Intelligent transport systemに代わ
り専門家を募集(7月31日締切)

 ANSIは専門家として関連分野および産業界のすべての米国のステークホル
ダー組織に参加を呼びかけ、特に駐車場セクターの関係者については参加
を強く推奨
 背景：

• Alliance for Parking Data Standards(APDS)が駐車場及び駐車場
の利害関係者の利益のための高度道路交通システムについての
国際規格の開発を要求

• 2019年4月に開催されたISO / TC 204ケネディ宇宙センタープレナ
リーで、ISO / TC 204は決議1328を承認し、上記の要求を承認

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

eec7c0d2-

7c0b-

4a18-

bd06-

293b9f0a5

cdf

米国 4-U6 連邦自動車
安全管理局
による規則
制定の事前
通知：自動
運転システ
ムを装備し
た商用自動
車の安全な
統合

5月31日 米国運輸省の連邦自動車運輸安全局(FMCSA)は、自動運転システム
(ADS)を搭載した商用車を米国の道路に安全に導入するために修正、改
訂、または削除する必要がある連邦自動車安全規則(FMCSR)について
パブリックコメントを募集(7月29日締切)

 コメント募集対象：
• ANSI連盟のメンバー、規格開発団体(SDO)、業界の代表者、消費者
の支持者及びその他の関連する利害関係者

 締め切り日の変更：
• 以前の発表時の締め切り日は2019年8月26日だったが、2019年7月

29日に期限を変更

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

370e4e2c-

eb41-

4ae8-

9cdb-

9fa1ee67d

84d

704

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/4)

連邦自動車運輸安全局(FMCSA)は、自動運転システム(ADS)搭載の商用車の安全
導入に向けた連邦自動車安全規則(FMCSR)の改訂に関しパブリックコメントを募集

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=eec7c0d2-7c0b-4a18-bd06-293b9f0a5cdf
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=370e4e2c-eb41-4ae8-9cdb-9fa1ee67d84d
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米国 4-U7 ANSI、世界
標準化週間
2019のイベ
ントスケ
ジュールを
発表

5月13日 ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを発表
(11月4日～8日@ワシントンDC)

 規格と適合性評価コミュニティの間から、ANSIメンバーと多様な民間及び公
共部門の利害関係者を集め、議論等を実施
 イベント・会議開催内容(予定)：

• ANSI会員フォーラム
• 政策委員会会合
• 将来に向けた効果的な人員の育成の会議
• ANSI法的問題フォーラム：Hazy Days：大麻業界の規制と標準化の
理解

• 年次ANSI賞晩さん会(ノミネートは現在開催中)

• ANSI-NIST大学助成金受賞者シンポジウム
＊分野別に関する詳細情報については記載なし

CISION PR

Newswire

https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/a

nsi-

releases-

schedule-

of-events-

for-world-

standards-

week-

2019-

30084912

8 html

705

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/4)

ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを公開しており、政策委
員会会合や法的問題フォーラム等が実施される予定

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.prnewswire.com/news-releases/ansi-releases-schedule-of-events-for-world-standards-week-2019-300849128.html
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中国 4-C1 第5回インテ
リジェント
ネットワーキ
ング自動車
技術と規格
及び規制に
関する国際
会議を天津
で開催

5月 第5回インテリジェント共催ネットワーク技術と規格及び規制に関する国
際会議(ICV 2019)を開催

 昨年の中国インテリジェントネットワーク標準システムの構築の結果を提示、
自動車サブスタンダード委員会のインテリジェントネットワークを紹介
 主催：

• 中国自動車技術研究センター(中国国家自動車センター)、西清区人
民政府、自動車標準化委員会

 内容：
• 規格の運用及び国際規格と規制の調整
• インテリジェントネットワーク車両の標準化のためのフォローアップ作
業と要件に関する関連作業

• オートパイロット機能とテスト認証
• ネットワーク車両と情報セキュリティ、新車エコロジーと商品化

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90515/283

35.html

中国 4-C2 ISO / TC22 

/ SC32 / 

WG8機能
安全ワーキ
ンググルー
プ - 国際規
格ISO

21448に

期待される
機能安全
(SOTIF)に

関する会議
が中国の
上海で開催

5月5日 ISO / TC22 / SC32 / WG8 機能安全ワーキンググループ兼ISO 21448

SOTIF(Safety Of The Intended Functionality)を開催
(3月12日～14日@上海)

 討議内容：
• 自律走行車両及びシステム用の国際標準ISO 21448路上走行車 -

目的とする機能の安全性(SOTIF )の開発について討議
 今後のスケジュール：

• 国際規格ISO21448の適用範囲、目的、主要章の内容、作業方法、
作業計画についても議論、11のグループ(ST A〜K)でまとめられ、
2021年末までに発表される予定

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1338.ht

ml

706

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/4)

上海にてISO / TC22 / SC32 / WG8 機能安全WG兼ISO 21448（SOTIF）が開催され、
自律走行車両及びシステム用の国際標準ISO 21448の開発について討議

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190515/28335.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1338.html
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中国 4-C3 第83回IEC

会議準備

委員会資料
グループが
第2回作業
部会を開催

5月8日 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回会合を開催
(4月26日)

 会議内容：
• 各グループが作業の進捗を報告
• 第二回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムの開会式での基調講
演にてXi Jinping事務総長が示した標準化作業に関する重要な指示
の実施を要求

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343539.ht

m

中国 4-C4 2019年標準

化戦略関連
研究プロ
ジェクト検討
会を北京で
開催

5月8日 市場監督管理局の標準化及び技術部は、標準化戦略関連の研究プロ
ジェクトに関するレビュー会議を開催(4月29日@北京)

 会議内容：
• 参加した専門家は、プロジェクト研究の目標タスク設定、研究アイデ
ア、期待される結果、予算について意見や提案を提示

 出席者：
• 中国工学アカデミーの学者
• 中国標準化専門家委員会 He Hezhen委員長
• 中国国家標準化専門家委員会 Zhang Gang副議長
• その他6名の専門家

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343540.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/4)

中国では、第83回IEC会議準備委員会資料グループの第2回会合、標準化戦略関連
の研究プロジェクトに関するレビュー会議等が開催されている

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343539.htm
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343540.htm
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C5 共同でC3セ
キュリティサ
ミットを開催

5月13日 「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び標
準フォーラム」を開催(5月8日@成都)

 討議内容：
• 国際的なサイバーセキュリティ戦略とポリシー研究、クラウドサービス
セキュリティのレビューと標準化研究

• データ取引と国境を越えたデータセキュリティ、ガバナンス、アプリ違
反、個人情報識別とコンプライアンスの勧告

• 国際電気通信連合IoTの進捗状況とスマートシティの標準化
• 自動車業界におけるネットワークセキュリティの標準化の状況と展望
の解説及び共有

• クラウドコンピューティング、IoT、個人情報保護、自動車用電子機器、
その他のホットテクノロジー分野の現状

• ネットワークセキュリティの国家規格に対する包括的な理解促進
 出席者：

• ネットワークセキュリティ分野のリーダー
• 技術の専門家や学者
• 国内外の業界のリーダー等、計2,000人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5086

.html

中国 4-C6 北京で
「China 

Standard 

2035」プロ
ジェクト討論
会を開催

5月14日 「中国標準2035」プロジェクト討論会を中国工学アカデミーで開催
(5月13日)

 討論会内容：
• プロジェクトの一般報告書概要の作成に関する包括的なプロジェクト
チームの報告を受け、参加者が「中国規格2035」プロジェクトの一般
報告書概要とプロジェクト研究に含まれる主な問題について議論

 出席者：
• 標準化技術部、市場監督管理総局の標準化・革新部、及びさまざま
なプロジェクトやプロジェクト事務所の責任者等

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201905/t2

0190514

343556.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/4)

中国では「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び標準
フォーラム」が開催され、セキュリティ分野や関連技術についての幅広い内容を議論

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5086.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201905/t20190514_343556.htm
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中国 4-C7 ISO / IEC 

JTC 1デジ

タルヘルス
アドバイザリ
グループの
招集者とし
て選出され
た中国の
専門家

5月15日 第34回ISO / IEC JTC技術合同技術委員会(ISO / IEC JTC 1)を開催
(5月6日～10日@ハワイ)

 デジタル健康諮問グループを設立することを決定し、中国電子技術標準化協
会が諮問グループの招集者になることに合意
 アドバイザリーグループのメンバー(初回バッチ)：

• 中国、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、イギリ
ス、アメリカ

 CESIの今後の活動予定：
• 既存の研究基盤をもとに、国内外の関連部隊や標準化団体の技術
力を積極的に組織

• 必要に応じ調査報告書を作成し、JTC 1ヘその報告書を提出し標準
化の方向性や推奨事項等を提案予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5090

.html

中国 4-C8 ファーストド
ラフトに対す
るディスカッ
ションのた
め「自動車
充電器」
業界標準を
組織

5月20日 業界標準「自動車用DC電源アダプタの技術仕様」の議論を開催
(5月16日@深圳)

 規格策定背景：
• 産業情報技術省が規格作成チームを設立(2019年1月)

 討議内容：
• 安全性能、環境適応性などの重要なパラメータについて議論
• 車の充電器の挿入及び切断の力、プラグ数、入力電圧と出力電圧、
及びその他の関連する内容について、修正し合意

 今後の策定スケジュール：
• 規格作成チームは、会議で議論された意見に基づいて標準的な内容
をさらに改善し、早急に意見募集の草案を完成させ、再び意見を募集
する予定

 出席者：
• 華為技術有限公司 中国品質認証センター、威威技術有限公司、愛
国者電子技術有限公司、新王大電技術有限公司、江蘇省自美電子
技術有限公司、Digital Technology Co.、Ltd.とChina 

Communications Industry Association、計20社、約40人の専門家

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5098

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/4)

業界標準「自動車用DC電源アダプタの技術仕様」の検討が深圳で行われ、安全性能、
環境適応性などの重要なパラメータについて議論が行われた

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5090.html
http://www.cesi.cn/201905/5098.html
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シンガ
ポール

4-A1

 

シンガポー
ル、来年5G

ネットワーク
の導入に
向け前進

5月7日 シンガポール通信規制当局は、本年末に国内の通信キャリアに対し5G

の導入時期、性能や設計、財政的能力に関する提案を要請予定
 企業や市民に対し、新たなネットワークの規制に関するコメントを募集

(5月7日-6月19日)

 政府は、来年できるだけ早い時期に少なくとも2つのネットワークに対してスペ
クトラムの割り当てを予定

• シンガポールは、韓国や米国と比較して5Gの導入が遅れているが、
自動化技術やIoTの適用や自動運転の導入を可能にするため、政府
は高速高度ネットワークが必要不可欠であると認識

bloomberg https://ww

w.bloombe

rg com/ne

ws/articles/

2019-05-

07/singapo

re-takes-

step-

toward-

introducing

-5g-

network-

next-year

ベトナ
ム

4-A2 監視カメラ
でより安全
となるホー
チミン市

5月21日 ホーチミン市情報通信局の副部長が、ホーチミン市の交通監視のための
監視カメラについて言及

 2020年までにスマートシティに都市を発展させるためのマスタープランの一
部として、インテリジェント都市管理センターの導入の第1段階の結果を発表
 第1段階では、市はすでに約1,200台のカメラを統合。そのうち、50台のカ
メラが、顔、車、群衆、行動などを検知し、監視センターに信号を送ること
ができるAIを使用して操縦される

 近い将来には、投資効率向上のため、カメラの規格・基準に関する具体的
な規制も検討される可能性がある旨言及

Viet Nam 

News

https://viet

namnews.

vn/society/

520202/hc

m-city-to-

be-safer-

by-

surveillanc

e-

cameras.ht

ml#kCV3u

bKKsvv2g

Zry.97
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/6)

ベトナムでは、スマートシティ発展のためのマスタープランの一部として、ホーチミン市
交通監視のための監視カメラ設置が進められている

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-07/singapore-takes-step-toward-introducing-5g-network-next-year
https://vietnamnews.vn/society/520202/hcm-city-to-be-safer-by-surveillance-cameras.html#kCV3ubKKsvv2gZry.97
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シンガ
ポール

4-A3 ドローン及
びその他

無人航空機
システムに
関する法律
について
住民へ相談

5月24日 ドローンを含む無人航空機システム(UAS)を取り巻く規制見直しのため、
シンガポール民間航空局(CAAS)は住民等へコンサルテーションを実施

 実施者：
• 無人航空機システム諮問パネル

(CAASにより設置。12人のメンバーによる構成)

 コンサルテーション対象：
• ユーザー、住民、その他利害関係者グループ

(参考)シンガポールでは現在、空港や軍用機から5km以内、または高度200

フィート(約60m)を超える許可なく飛行する無人偵察機の利用を禁止

AsiaOne.Onlin

e

https://ww

w.asiaone.

com/digital

/residents-

be-

consulted-

about-

laws-

drones-

and-other-

unmanned

-aircraft-

systems

タイ 4-A4 Manufacturi

ng Expo 

2019

5月 製造業に係る最新技術を展示するManufacturing Expo 2019 を開催
予定(6月19日－22日@タイ バンコク)

 46カ国から2,400のブランドによる最新のイノベーションとソリューションが集
結
 主要活動/トピック：

• タイ自動車協会(TAI)によるスマートモビリティ展示
• タイ工具・金型産業協会(TDIA)による3Dプリンティング
• ロボティクスクラスターパビリオンにて、ロボティクス関連技術を提示
• プラスチックインテリジェンス＆イノベーションにて、プラスチック関連
の技術革新の提示 等

Manufacturing 

Expo

https://ww

w.manufac

turing-

expo.com/

en/Home/
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(2/6)

ドローンを含む無人航空機システム(UAS)を取り巻く規制見直しのため、
シンガポール民間航空局(CAAS)は住民等へコンサルテーションを実施

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.asiaone.com/digital/residents-be-consulted-about-laws-drones-and-other-unmanned-aircraft-systems
https://www.manufacturing-expo.com/en/Home/
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A5 シンガポー
ル2019

第26回ITS

世界会議：
スマートモビ
リティ、都市
のエンパ
ワーメント

5月 第26回 Intelligent Transport Systems World Congressを開催予定
(10月21日～25日@シンガポール)

 ITSに関し、Congress Session のほか、High-Level Policy Roundtable や
Technical Tourを実施
 主なサブトピック：

• Intelligent, Connected & Automated Vehicles

(Standards for Automated & Connected Vehiclesについても言及)

• Crowdsourcing & Big Data Analytics

• Sustainable Smart Cities

• Multimodal Transport of People & Goods

• Safety for Drivers & Vulnerable Users

• Policies, Standards & Harmonisation

(Standardisation & Architecture、Cooperative ITS & Automated 

Vehicle Standardsについても言及)

• Innovative Pricing & Travel Demand Management

• Cybersecurity & Data Privacy

(Data Security & Privacy Protection Standardsについても言及)

ITS World 

Congress

https://itsw

orldcongre

ss2019 co

m/

712

【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(3/6)

シンガポールでは、10月に第26回 Intelligent Transport Systems World 

Congressを開催予定

モビリティテーマ別情報詳細

https://itsworldcongress2019.com/
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A6 持続可能な
エネルギー
工学と応用
に関する第
7回国際会
議：エネル
ギー回復力
に向けた
革新的技術

5月 RCEPM-LIPI (Research Center for Electrical Power and 

Mechatronics, Indonesian Institute of Sciences)は、International 

Conference on Sustainable Energy Engineering and Application 

2019 (ICSEEA 2019)の開催を発表
(10月23日－24日@インドネシア予定)

 目的：
• 学界の専門家、研究センター、そして産業界の専門家が最新の研究
を発表し、持続可能なエネルギー分野で活動し、世界の持続可能な
ニーズを満たすための多大な利益を生み出すこと

 開催形態：
• IEEEによる技術的共催

 主要トピック：
• 再生可能エネルギ－

(太陽光、バイオマスエネルギー、水力エネルギー、風力エネルギー、
水素エネルギー、潮力エネルギー、エネルギー保全)

• 持続可能な交通手段
(電気とハイブリッド車、従来車両、代替グリーンフューエル、トラフィッ
ク管理) 等

Organizasi 

Profesi Ilmiah 

Indonesia

(OPI)

http://situs.

opi.lipi go.i

d/icseea20

19/
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(4/6)

インドネシアでは、RCEPM-LIPIとIEEEの技術的共催により、持続可能な交通手段を
テーマとした国際会議を開催予定

モビリティテーマ別情報詳細

http://situs.opi.lipi.go.id/icseea2019/
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ベトナ
ム

4-A7 技術トレー
ニングと第4

次産業革
命：生産性
向上のため
の革新的な
ソリューショ
ン

5月10日 標準・計量・品質局(STAMEQ)は、韓国生産性センター(KPC)と共同で、
「技術トレーニングと第4次産業革命：将来の生産性向上のための革新的
なソリューション」セミナーを開催

 目的：
• 第4次産業革命と技術トレーニングにおける重要な要素や新たなトレ
ンドについての紹介、韓国の技術トレーニングにおける革新的なプロ
グラムや戦略の紹介

• 韓国とベトナムの比較を通じた関連政策や戦略の構築支援
 講演テーマ：

• 生産性のイノベーション、スマートプロダクションにおけるベトナム企
業の機会、ベトナムにおける自動運転車の技術転換と起業エコシス
テム

 主な講演者：
• ベトナム

Mr. Ha Minh Hiep - Deputy Director General of STAMEQ

Ms. Nguyen Thi Kim Dung, Deputy Director of the Center for 

Professional Training of Quality Assurance

• 韓国
Mr. Noh Kyoo Sung - KPC President and CEO, 

Mr. Yang Seok Won - Director of SWM Co.Ltd, 

Mr. Song Sung Ku, Vietnam Silicon Valley Management Partner

ベトナム標準・
品質局
(STAMEQ)

https://tcvn

.gov.vn/20

19/05/hoi-

thao-dao-

tao-ky-

thuat-va-

cach-

mang-

cong-

nghiep-4-

0-cac-giai-

phap-doi-

moi-nham-

tang-

cuong-

nang-suat-

trong-

tuong-lai/
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(5/6)

ベトナムSTAMEQは、韓国生産性センター(KPC)と共同で、「技術トレーニングと第4

次産業革命：将来の生産性向上のための革新的なソリューション」セミナーを開催

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://tcvn.gov.vn/2019/05/hoi-thao-dao-tao-ky-thuat-va-cach-mang-cong-nghiep-4-0-cac-giai-phap-doi-moi-nham-tang-cuong-nang-suat-trong-tuong-lai/
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A8 第11回アジ
アサステナ
ブルパーム
油サミットは、
サステナビ
リティ、新技
術、認証に
注目

5月14日 CMT社(シンガポール)が主催する第11回サステナブルオイルーパーム
サミットが開催予定(7月2日-3日@ジャカルタ)

 主な議題：
• インドネシアのパーム油産業、3MCPD脂肪酸エステルとGEの挑戦、
畜牛飼育とパーム油プランテーションの統合におけるサステナブルな
実践、マレーシアのB10バイオディーゼルプログラム、ドローンソ
リューションプログラム、パーム油のトレーサビリティ工場のためのブ
ロックチェーン技術の利用、認証基準の比較(RSPO, ISPO & 

MSPO) 、認証取得のための絶対要件に関する最新情報、ドローン・
ビッグデータ・ブロックチェーン技術の利用・認証

 参加者：
• パーム油生産者、農学者、技師、肥料会社、プランテーションコンサ
ルタント、パーム油調査機関

Yahoo!Financ

e

https://fina

nce.yahoo.

com/news/

11th-asia-

sustainabl

e-oil-palm-

02000099

4 html

インド
ネシア

4-A9 2019年の全
国標準化
エッセイコン
テストの
テーマは

自動化技術
イノベーショ
ン

5月15日 国家標準化庁(BSN)は、高校生/職業訓練校生を対象とした全国標準化
エッセイコンテストを開催

 テーマ：
• 「第4次産業革命への備えとしてのローカル企業の自動化技術標準
の適用」

 応募者：
• インドネシア各地の18の学校から32通の応募

 選考プロセス
• 書類選考を通過した10チームが、それぞれ3人で英語のプレゼン
テーションを実施し、その後、審査員からの質疑応答に対応

 評価基準：
• 標準への理解、構成、アイデア及び独自性、テーマへの適合性

 賞金：
• 1位に500万ルピー及び国際大会への出場権、2位に300万ルピー、

3位に200万ルピーを授与

インドネシア
国家標準化庁
(BSN)

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

143/inovas

i-teknologi-

otomasi-

hadir-

pada-

kompetisi-

standardis

asi-

nasional-

2019
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(6/6)

シンガポールでは、B10バイオディーゼルプログラム、ドローン利用等の議題を含む
サステナブルオイルーパームサミットの開催を予定

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://finance.yahoo.com/news/11th-asia-sustainable-oil-palm-020000994.html
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10143/inovasi-teknologi-otomasi-hadir-pada-kompetisi-standardisasi-nasional-2019
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モビリ
ティ

国際 4-O1 なぜ運輸部
門が気候

変動に適応
する必要が
あるのか

5月10日 運輸部門の気候変動への適応に関するUNCTAD専門家会議(4月16日
～17日@スイスジュネーブ)後にISO気候変動戦略タスクフォースのメン
バーであるJohn Doraは見解を発表し、ガイダンスや標準化の重要性に
ついて言及

 現状の認識：
• 個々の輸送モードとそのインフラストラクチャが相互に密接に依存
• 気候変動による気温、湿度及び降水量の変化による交通に影響を与
える可能性のある気候変動が発生

• UNCTADアドホック専門家会議での議論が強調しているように、交
通の適応に一層焦点を当てることが重要でありガイダンスや標準が
重要な役割を果たす

 新規規格について：
• 2019年夏には、新しい国際規格であるISO 14090「気候変動への適
応 - 原則、要件、ガイドライン」が発表される予定

• ISO 14090は、輸送機関や他の組織が独自の適応計画を策定する
ために使用できる適応のための国際的なベストプラクティスを規定
予定

国際連合貿易
開発会議
(UNCTAD)

https://unct

ad.org/en/

pages/new

sdetails as

px?Origina

lVersionID

=2083
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(1/3)

UNCTAD専門家会議にてISO気候変動戦略タスクフォースのメンバーであるJohn

Dora氏は見解を発表し、気候変動に係るガイダンスや標準化の重要性について言及

モビリティテーマ別情報詳細

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2083
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モビリ
ティ

国際 4-O2 世界通信
デー：技術
標準の役割
と学際的ア
プローチの
必要性

5月17日 最初の万国電信条約署名及び国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に
「世界電気通信日のつどい」を開催(5月17日)

 今年のテーマ：
• 「標準化のギャップを埋める」

 世界電気通信情報協会デーに向けたITU事務局長のHoulin Zhao

コメント：
• 「AIと自律システムによって強化された今後の5G規格は、自動運転
車やより安全でスマートな都市への適合を支援する」

 知的な機械システム、AIや自律システムに対する「倫理的に調和したデザイ
ン」(EAD)標準の開発について注目に値する研究として記事内で紹介。研究
の最初の報告書は、2019年3月に発行済み
 報告書策定者：

• IEEEグローバルイニシアチブ(IEEE Global Initiative)

• 日本AI学会
• MITダライ・ラマ倫理センター
• IEEE SMCS (IEEE Systems, Man and Cybernetics Society)

 既存IEEE規格と上記研究会との関係：
• 研究会で設定した人権、幸福、透明性、説明責任などの8つの中核
原則に基づいて、EADは将来、AI及び自律システムに関するIEEE 

P7000シリーズ(システム設計中に生じる倫理的問題への対処に関
するモデルプロセス)の標準規格に影響を与える可能性有

Financial 

Express

https://ww

w.financial

express.co

m/opinion/

world-

telecom-

day-role-

of-tech-

standards-

and-the-

need-for-

interdiscipl

inary-

approach/

1580649/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(2/3)

国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に「世界電気通信日のつどい」を開催

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.financialexpress.com/opinion/world-telecom-day-role-of-tech-standards-and-the-need-for-interdisciplinary-approach/1580649/
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モビリ
ティ

国際 4-O3

 

第3回年次
グローバル
サミットAIは、
グローバル
規模での
影響力創出
を狙う

5月28日 第3回年次グローバルサミットAIを開催(5月28日～31日@ジュネーブ)
 目的：

• AI技術の信頼できる、安全で包括的な開発とそれらの利益への公平
なアクセスを確実にすること

 討議内容：
• 教育、医療、福祉、社会と経済の平等、宇宙研究、そしてスマートで
安全なモビリティの向上におけるAIの価値

• グローバル規模を達成することを目的とした潜在的なAIソリューショ
ンを支援するための行動を提案

 参加者：
• 120カ国以上から2,000人以上が参加
• 300以上の業界の代表(例：Microsoft, Siemens、Google、Baidu等)、

50以上の大学・政府・NGO/国際機関(赤十字、仏大統領アドバイ
ザー、世界チェスチャンピオン等)が講演

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR07.aspx
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(3/3)

ITUは、スマートで安全なモビリティの向上におけるAIの価値に関する討議等を含む
第3回年次グローバルサミットAIをジュネーブで開催

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR07.aspx
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資源
循環

欧州 5-E1 CEN-

CENELEC 

BTWG 11

「持続可能
な化学物
質」 - 重要
な成果物

5月7日 CENとCENELECは、CEN-CLC / BTWG 11「持続可能な化学物質」
(BTWG 11)の設立及びその取り組みを紹介

 設立目的：
• 潜在的に興味深い要素を特定し、起こり得るギャップを見つけ、その
ギャップを埋める方法を提案

• 2015年12月に欧州委員会が採択した補助的行動である「循環型経
済行動計画に関連した一次及び二次原材料からの持続可能な化学
物質の標準化の潜在的ニーズの特定」に対応

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief_ne

ws/Pages/

TN-2019-

032.aspx

欧州 5-E2 鉱業廃棄物
や埋め立て
地からの危
険原料やそ
の他の原料
の回収

5月23日 危険原料やその他の原材料を抽出廃棄物から回収するプロジェクトにて
適用されるBAT(利用可能な最良の技術)の一つとして、抽出廃棄物の初
期特性評価、レビューと検証についてはCEN / TC 292によって開発され
たガイダンス文書に従うことを推奨

 CEN / TC 292 Security and resilienceによって開発された抽出廃棄物の特
性評価に関するガイダンス文書と規格について紹介
 推奨規格：

• CEN / TR 16376：2012「廃棄物の特徴-採掘産業からの廃棄物の特
徴のための総合的なガイダンス文書」

• CEN / TR 16365：2012「廃棄物の特徴-採掘産業からの廃棄物のサ
ンプリング」

• CEN / TR 16363：2012 「廃棄物の特徴-抽出産業からの硫化物廃
棄物の酸発生能力を評価するための速度論的試験」

• CEN / TS 16229：2011 「廃棄物の特徴-尾鉱池に放出される弱酸解
離性シアン化物のサンプリングと分析」

European 

Commission 

(EC)

http://publi

cations.jrc.

ec europa.

eu/reposit

ory/bitstrea

m/JRC116

131/20190

506-d3-jrc-

science-

for-policy-

recovery

of rm fro

m mining

waste and

landfills

6 05 19

online.pdf
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(1/2)

CENとCENELECは、CEN-CLC / BTWG 11「持続可能な化学物質」(BTWG 11)を
設置しており、その取り組みについて紹介

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-032.aspx
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116131/20190506-d3-jrc-science-for-policy-recovery_of_rm_from_mining_waste_and_landfills_6_05_19_online.pdf
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欧州 5-E3 CENと
CENELEC

が2019年
StandarDa

ysを開催

5月3日 CENとCENELECは2019年版のStandarDaysを開催
(4月29日～30日@ブリュッセル)

 目的：
• 欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより一般に普及

 参加者：
• 欧州各地からの国家標準化機関、業界、NGO、欧州機関、学術界な
ど(計111人)

 内容：
• 国際協力、イノベーションや研究分野への取り組み、循環経済、中小
企業、デジタル社会などのいくつかの優先分野における欧州規格の
役割等、CEN及びCENELECの活動に関する議論

 セッション例：
• 「循環経済を支える標準化」：循環経済を直接支援して欧州規格がど
のように開発されているか、そして業界、立法者、市民にとっての付
加価値について討議

• 「デジタル変換と標準化」： プロセス、システム、サプライチェーンのデ
ジタル化が標準に与える影響

• 「標準化とイノベーション」：イノベーションの推進やHorizon 2020に標
準が果たす役割

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief_ne

ws/Pages/

TN-2019-

031.aspx

欧州 5-E4 EUSEWの
登録開始-

ECOSは
2つのセッ
ションで
講演予定

5月7日 EUSEW 2019(European Sustainable Energy Week 2019)を開催予
定(6月18日～20日予定)

 EUSEW概要：
• 欧州での再生可能エネルギーと効率的なエネルギー使用に特化した
欧州最大の会議

 ECOSは2つのセッションで講演者として参加予定(6月20日予定)

• 「エコデザインとエネルギーラベル：消費者のための標準設定」
• 「市場調査：より大きなキャパシティと透明性 - より大きなインパクト」

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

http://ecost

andard.org

/eusew-

registratio

ns-now-

open-

ecos-will-

speak-in-

two-

sessions/

721

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(2/2)

European Sustainable Energy Week 2019では、エコデザインやエネルギーラベ
ルに関する講演等も実施される予定

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-031.aspx
http://ecostandard.org/eusew-registrations-now-open-ecos-will-speak-in-two-sessions/
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米国 5-U1 環境に影響
を与える
6規格

5月 ASTM Internationalの環境アセスメント、リスク管理、是正措置に関す
る委員会(E50)の標準化活動について紹介

 ASTMのE50が策定した6つの規格とその内容について紹介
 「貯蔵タンクに関するすべての規格(小委員会E50.01)」：

• 政府機関は具体的なガイドラインを発行せずに石油製品の貯蔵タン
クに関する指令を発行。これを受け、ASTMは貯蔵タンク規制の順守
をカバーする一連の規格を策定

 「環境サイト評価のための標準的な実践：フェーズI環境サイト評価プロセ
ス(E1527)」：

• 米国環境保護庁(EPA)は不動産取引の適正評価基準について2005

年に「すべての適切な調査」規則を発表。その中でEPA規則の遵守
に代わるEPAが容認する代替案としてE1527参照が参照されるよう
策定

 「環境デューデリジェンスを制限するための標準的な方法：取引スクリーン
プロセス(E1528)」：

• 包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA)の地主責任保護が必要と
されていない場合(E1527を利用しない場合)に、潜在的な環境問題を
識別のため利用可能なE1528を策定

 「貯蔵石炭燃焼生成物の有益な利用(E3153)」：
• 炭鉱施設では何百万トンの石炭灰が発生する可能性があり、E50は
その灰の使用基準を決定することにより、その灰が廃棄物になること
を防止するための規格として策定

 「汚染された場所のための概念的な場所モデルを開発するための標準ガ
イド(E1689)」：

• ガソリンのように水に浮く液体である非水相液体(NAPL)の取り扱い
の処理に関する規格として策定

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/standardiz

ation-

news/?q=f

eatures/6-

standards-

making-

difference-

environme

nt-.html
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(1/3)

ASTM Internationalは、環境アセスメント、リスク管理、是正措置に関する委員会
(E50)の標準化活動について紹介

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/6-standards-making-difference-environment-.html
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米国 5-U2 ANSIと
NISTが

新規覚書に
署名

5月3日 ANSIとNISTは自主基準設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加促
進を目的とした新規覚書に署名

 MoU締結内容：
• 可能な限り最高の規格策定を支援するための協調的な国家的アプ
ローチの必要性を再確認

 背景：
• ANSIとNIST間で1995年に最初のMoUに署名

 目的：
• 自主基準及び適合性評価の問題に関する米国内の民間及び公共部
門の当事者間の国内コミュニケーション及び調整を促進し、自主基準
設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加を促進

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

beaf9f2a-

aa61-

45ed-

829e-

b5601ae2

2174

米国 5-U3 ANSI、木材

の持続可能
なプロセス
に関する新
しいISO技

術委員会の
提案に関す
るコメントを
募集

5月16日 木材の持続可能なプロセスに関する規格を策定するための提案された
新しいISO技術委員会(TC)に関するコメントを提出するよう奨励
(6月28日締め切り)

 スコープ：
• バイオマス生産から完成した木材及び木質製品までのサプライ
チェーン全体にわたる、持続可能性及び再生可能性の側面、CoC(連
鎖管理)、木材の追跡、木材の計測を含むがこれらに限定されない木
材及び木質産業の分野

 提案国：
• ブラジル国家標準化団体(ABNT)

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

f9ac0a79-

b03a-

49d1-

8004-

f3095bfc2

b00
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(2/3)

ANSIは、木材の持続可能なプロセスに関する規格を策定するために提案された
新ISO技術委員会(TC)に関するコメント提出を奨励

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=beaf9f2a-aa61-45ed-829e-b5601ae22174
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=f9ac0a79-b03a-49d1-8004-f3095bfc2b00
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米国 5-U4 ANSI、世界
標準化週間
2019のイベ
ントスケ
ジュールを
発表

5月13日 ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを発表
(11月4日～8日@ワシントンDC)

 規格と適合性評価コミュニティの間から、ANSIメンバーと多様な民間及び公
共部門の利害関係者を集め、議論等を実施
 イベント・会議開催内容(予定)：

• ANSI会員フォーラム
• 政策委員会会合
• 将来に向けた効果的な人員の育成の会議
• ANSI法的問題フォーラム：Hazy Days：大麻業界の規制と標準化の
理解

• 年次ANSI賞晩さん会(ノミネートは現在開催中)

• ANSI-NIST大学助成金受賞者シンポジウム
＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

CISION PR

Newswire

https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/a

nsi-

releases-

schedule-

of-events-

for-world-

standards-

week-

2019-

30084912

8 html
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(3/3)

ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを公開しており、政策委
員会会合や法的問題フォーラム等が実施される予定

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.prnewswire.com/news-releases/ansi-releases-schedule-of-events-for-world-standards-week-2019-300849128.html
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中国 5-C1 第83回IEC

会議準備委
員会資料グ
ループが第
2回作業部
会を開催

5月8日 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回会合を開催
(4月26日)

 会議内容：
• 各グループが作業の進捗を報告
• 第二回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムの開会式での基調講
演にてXi Jinping事務総長が示した標準化作業に関する重要な指示
の実施を要求

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343539.ht

m

中国 5-C2 2019年標準

化戦略関連
研究プロ
ジェクト検討
会を北京で
開催

5月8日 市場監督管理局の標準化及び技術部は、標準化戦略関連の研究プロ
ジェクトに関するレビュー会議を開催(4月29日@北京)

 会議内容：
• 参加した専門家は、プロジェクト研究の目標タスク設定、研究アイデ
ア、期待される結果、予算について意見や提案を提示

 出席者：
• 中国工学アカデミーの学者
• 中国標準化専門家委員会 He Hezhen委員長
• 中国国家標準化専門家委員会 Zhang Gang副議長
• その他6名の専門家

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343540.ht

m
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(1/2)

中国では、第83回IEC会議準備委員会資料グループの第2回会合、標準化戦略関連
の研究プロジェクトに関するレビュー会議等が開催されている

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343539.htm
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343540.htm
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中国 5-C3 北京で
「China 

Standard 

2035」プロ

ジェクト討論
会を開催

5月14日 「中国標準2035」プロジェクト討論会を中国工学アカデミーで開催
(5月13日)

 討論会内容：
• プロジェクトの一般報告書概要の作成に関する包括的なプロジェクト
チームの報告を受け、参加者が「中国規格2035」プロジェクトの一般
報告書概要とプロジェクト研究に含まれる主な問題について議論

 出席者：
• 標準化技術部、市場監督管理総局の標準化・革新部、及びさまざま
なプロジェクトやプロジェクト事務所の責任者等

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201905/t2

0190514

343556.ht

m
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(2/2)

「中国標準2035」プロジェクト討論会が中国工学アカデミー（北京）で開催された

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201905/t20190514_343556.htm
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タイ 5-A1 国際金融公
社(IFC)と
Amataがタ
イとメコン地
域における
スマートシ
ティ、工業団
地、居住地
のサステナ
ビリティソ
リューション
の促進へ向
け協力

5月7日 国際金融公社とスマートシティや工業団地プロバイダーであるAmataが、
タイ及びメコン地域でのサステナビリティプロジェクトの開発や持続可能
な経済成長の促進、環境保護における協力に関する覚書に署名
(5月7日)

 IFCとAmataは、共同投資機会の特定や、工業団地・居住地区における持続
可能なエネルギー、水、建設インフラの廃棄ソリューションの利用促進、タイ
やメコン地域等特定地域におけるグリーンな成長に関する意識の向上や、持
続可能なデザインを促進
 IFCは、緑の建築や持続可能な開発における大規模な民間企業の投資を
支援、45憶ドルの緑の建設のポートフォリオを保持

 「EDGE グリーン・ビルディング・プログラム」を通じて、緑の建築への市場
の転換を目指す

International 

Finance 

Corporation 

(IFC)

https://ifce

xtapps ifc.

org/ FCExt

/Pressroo

m/ FCPres

sRoom.nsf

/0/6FE068

E0172763

36852583

F3003123

CA

インド
ネシア

5-A2 BSNは、
ISO20400

「持続可能
な調達に関
する手引き」
をSNI(イン

ドネシア国
家規格)に
適用

5月13日 国家標準化庁(BSN)は、ISO20400「持続可能な調達に関する手引き」を
SNI(インドネシア国家規格)に適用(4月23日)

 SNI ISO20400は、物品/サービスに関する政府調達に関する大統領規則
(PerPress)の技術的な実施をサポート
 SNI ISO20400は、政府、民間、規模や場所にかかわらず、すべての組織
が対象

 PerPress(2018年11月16日発効)では、サステナビリティに関する要素(費
用などの経済的な側面、フェアな労働環境・多様性などの社会的な側面、
健康に対するネガティブな影響削減などの環境的な側面)を盛り込んでいた
ものの、技術的な側面については記載なし

インドネシア
国家標準化庁
(BSN)

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

135/bsn-

tetapkan-

sni-iso-

20400-

pengadaa

n-

berkelanjut

an-untuk-

dukung-

perpres-

pengadaa

n-barang-

jasa-

pemerinta

h
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(1/6)

国際金融公社とスマートシティ・工業団地プロバイダーのAmataは、タイ及びメコン地域
でのサステナビリティプロジェクト開発や持続可能な経済成長促進のため覚書に署名

資源循環テーマ別情報詳細

https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/6FE068E017276336852583F3003123CA
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10135/bsn-tetapkan-sni-iso-20400-pengadaan-berkelanjutan-untuk-dukung-perpres-pengadaan-barang-jasa-pemerintah
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ベトナ
ム

5-A3 2019年6月
15日以降、
新規則が
中古機械、
設備、技術
ラインの
輸入を制限

5月15日 ベトナムは、中古機械・設備・技術ラインの輸入に関する決定Decision 

No. 18/2019/QD-TTg(「決定第18号」)により、中古機械の輸入に新たな
制限を設置

 ベトナムで使用するために使用済みの機械及び設備(「中古機械」)を輸入す
る企業は、(1)ベトナムの製造業で直接使用されることを証明、(２)10年を経過
していないこと、(３)設定された環境、技術及び安全基準、を満たす必要あり

 決定第18号は、機械及び機械器具、電気機器、音響機器及びテレビ機器を
対象とするHSコード第84〜85号の下で輸入された商品に適用

Baker 

McKenzie

https://ww

w.bakermc

kenzie co

m/en/insig

ht/publicati

ons/2019/

05/new-

regulations

-restrict-

imports-of-

used-

machines

シンガ
ポール

5-A4 シンガポー
ルはスクラ
バー残渣を
有害産業廃
棄物として
分類

5月17日 シンガポール海上港湾局(MPA)は、排ガス浄化システムから発生する
残留物を有毒産業廃棄物(TIW)として分類

 シンガポールの環境公衆衛生規制の下でTIWとして分類されるこれらの残留
物を処分することを計画している船舶は、有毒産業廃棄物収集業者(TIWC)

に関与する必要がある旨言及

 規則の下では、TIWは認可された有毒産業廃棄物収集業者によって収集及
び管理される必要あり

WorldMaritime

News

https://worl

dmaritime

news.com/

archives/2

76988/sing

apore-

classifies-

scrubber-

residues-

as-toxic-

industrial-

waste/

タイ 5-A5 無駄にしな
い、したく
ない

5月21日 タイ政府は、2030年までに国内のすべてのプラスチックをリサイクルする
目標を設定。今後プラスチック関連の規制へ重大な変更を与える可能性
あり

 当目標の推進・達成に向けては、タイはリサイクル材料の品質を向上させる
ためにペットボトルのリサイクルプロセスを標準化する必要がある他、食品及
び飲料の包装に使用する品質のr-PETの基準を設定し、より高レベルのプラ
スチックを達成するための方法を改善する必要があると言及

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/b

usiness/ne

ws/168130

4/waste-

not-want-

not

728

【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(2/6)

シンガポール海上港湾局(MPA)は、排ガス浄化システムから発生する残留物につい
て規定。またタイではプラスチックのリサイクル目標が設定されている

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2019/05/new-regulations-restrict-imports-of-used-machines
https://worldmaritimenews.com/archives/276988/singapore-classifies-scrubber-residues-as-toxic-industrial-waste/
https://www.bangkokpost.com/business/news/1681304/waste-not-want-not
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マレー
シア

5-A6 マレーシア
標準工業研
究所
(SIRIM)と韓

国建設生活
環境試験研
究院(KCL)

が、建材一
体型太陽光
発電におけ
る情報交換
に関する
MoUに署名

5月30日 マレーシア標準工業研究所(SIRIM)と韓国建設生活環境試験研究院
(KCL)は、建材一体型太陽光発電(BIPV)における科学技術情報の交換
に関するMoUに署名

 両者は、BIPVデモ・調査サイトの設立や、BIPV認証スキーム、BIPVシステム
の試験施設建設の推進において協力することを約束
 署名者：

• SIRIM所長 Prof Ir Dr Ahmad Fadzil Mohamad Hani氏
• KCL院長 Kap Seok Yoon氏

マレーシア標準
工業研究所
(SIRIM)

http://www.

sirim.my/a

ssets/imag

es/misc/SI

R MNews/

Press%20

Release%

20 Mou%

20Korea_fi

nal.pdf

シンガ
ポール

5-A7 サーキュ
ラービジネ
スワーク
ショップに向
けた6つの
ステップ

5月 TÜV SÜD PSB Singapore とCircular Economy Asiaはワークショッ
プ「The Six Steps Towards a Circular Business Workshop」を開催
予定(1 Day: 6月18日、2Days: 6月19日-20日)

 プログラム対象者：
• 調達マネジャー、上級管理職、持続可能性スタッフ、事業主

 プログラム概要：
• 循環型経済の理解、会社との関係性の検討
• 9Rの枠組みと循環型サプライチェーン
• ケーススタディを用いた対話型セッション
• 参加企業を使用して循環型サプライチェーンに移行する対話型セッ
ション

TUV SUD https://ww

w.tuv-sud-

psb.sg/sg-

en/resourc

e-

centre/eve

nts/events-

calendar/ci

rcular-

supply-

chain-

workshop
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(3/6) 

TÜV SÜD PSB Singapore とCircular Economy Asiaは6月にワークショップ
「The Six Steps Towards a Circular Business Workshop」の開催を予定

資源循環テーマ別情報詳細

http://www.sirim.my/assets/images/misc/SIRIMNews/Press%20Release%20_Mou%20Korea_final.pdf
https://www.tuv-sud-psb.sg/sg-en/resource-centre/events/events-calendar/circular-supply-chain-workshop
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インド
ネシア

5-A8 第11回アジ
アサステナ
ブルパーム
油サミットは、
サステナビ
リティ、新技
術、認証に
注目

5月14日 CMT社(シンガポール)が主催する第11回サステナブルオイルーパーム
サミットが開催予定(7月2日-3日@ジャカルタ)

 主な議題：
• インドネシアのパーム油産業、3MCPD脂肪酸エステルとGEの挑戦、
畜牛飼育とパーム油プランテーションの統合におけるサステナブルな
実践、マレーシアのB10バイオディーゼルプログラム、ドローンソ
リューションプログラム、パーム油のトレーサビリティ工場のためのブ
ロックチェーン技術の利用、認証基準の比較(RSPO, ISPO & 

MSPO) 、認証取得のための絶対要件に関する最新情報、ドローン・
ビッグデータ・ブロックチェーン技術の利用・認証

 参加者：
• パーム油生産者、農学者、技師、肥料会社、プランテーションコンサ
ルタント、パーム油調査機関

Yahoo!Financ

e

https://fina

nce.yahoo.

com/news/

11th-asia-

sustainabl

e-oil-palm-

02000099

4 html
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(4/6)

CMT社(シンガポール)が主催する第11回サステナブルオイルーパームサミットの
開催が7月に予定されている

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://finance.yahoo.com/news/11th-asia-sustainable-oil-palm-020000994.html
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インド
ネシア

5-A9 SMA St. 

Louis 1 

Surabaya

高校が2019

年全国標準
化エッセイ
コンテスト
優勝

5月17日 全国標準化エッセイコンテストの優勝者が決定
 優勝者：

• Catholic St. Louis 1 Surabaya高校(Maharani Ayu Putri Irawan、
Evan Leonard、Tiffany Lindsay Silamurti)

• エッセイタイトル 「第4次産業革命へ向けた経済システムの向上：未
来の小売産業におけるセルフオーダーマシーン」

 第2位：
• Catholic St. Louis 1 Surabaya高校(Sherryn Febrina Sugihjono、

Margareth Arcelia Carissa、 Stephanie Soedarsono)

• エッセイタイトル「自動エコフレンドリーマシーンを搭載したココナッツ
の殻による効果的なプラスチック削減」

 第3位：
• MAN Insan Cendikia Gorontalo 高校(Taufiq Qurrohman、Salwa 

Asti Wandansari、Siti Fathonah Nuraisyah)

• エッセイタイトル「 ゴロンタロとうもろこし産業における統合された第4

次技術がローカル企業を経済成長させる(ローカル中小零細企業に
とって高度で低価格な自動化とうもろこしパイマシーン) 」

インドネシア
国家標準化庁
(BSN)

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

150/sma-

st.-louis-1-

surabaya-

juarai-

kompetisi-

standardis

asi-

nasional-

2019

731

【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(5/6)

インドネシアBSNは、全国標準化エッセイコンテストの優勝者を決定

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10150/sma-st.-louis-1-surabaya-juarai-kompetisi-standardisasi-nasional-2019
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

シンガ
ポール

5-A10 関係者らが
「ゴミゼロシ
ンガポール」
へ向けた
アイデアを
共有

5月31日 官公庁・環境団体の代表者及び事業者がシンガポールをゴミゼロ国家と
する方法を模索するため議論

 議論において、国家環境庁(NEA)CEOが「NEAは、サーキュラーエコノミーへ
の対応をサポートするための政策、規制、法的フレームワークを導入するとと
もに、強固な3Rを構築するためには、個人や事業者がそれぞれの役割を果
たさなければならない」と発言
 主要テーマ：

• 廃棄物管理における製造者の役割、社会的行動、政策策定
 主催者：

• リコー・アジア・パシフィック
 参加者：

• 国家環境庁(NEA)  CEO Tan Meng Dui氏
• Johnson & JohnsonやDeloitte Singapore等の企業の代表者
• NPO Zero Waste Singaporeの代表者
• サステナビリティ出版事業者のEco-Business

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/s

ingapore/s

takeholder

s-share-

ideas-for-

a-zero-

waste-

spore
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(6/6)

シンガポールでは、官公庁・環境団体の代表者及び事業者がシンガポールをゴミゼロ
国家とするための方法を模索

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.straitstimes.com/singapore/stakeholders-share-ideas-for-a-zero-waste-spore
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資源
循環

国際 5-O1

 

どのような
技術が私た
ちの環境保
護に貢献し
ています
か？
(ISOfocus

レポートよ
り)

5月8日 ISOfocusの2019年5月/ 6月号を発行、クリーンかつ環境に優しい持続
可能性について特集

 レポート概要：
• 汚染や気候変動がグリーンテクノロジーに影響を与える重要な問題
と、カナダ、コスタリカ、オーストラリアを含む世界中の最新の技術開
発に関する詳細な分析について記載

• 技術の進歩により、従来のストーブや直火よりも排出量が大幅に少
ないクリーンな調理用ストーブに関する研究が推進されていることに
ついても記載

 ストーブに関する規格について：
• 近年採用されているストーブ及び燃料に係る基準への関心が高まり、
より高性能のテクノロジへの移行が進行。ISO / TC 285が規格を策
定し、新たにクリーンな調理性能を設定することによりベンチマークを
向上

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref238

8 html
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【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向(1/4)

ISOfocusの2019年5月/ 6月号では、クリーンかつ環境に優しい持続可能性について
特集

テーマ別情報詳細 資源循環

再掲

https://www.iso.org/news/ref2388.html
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際 5-O2 海中でプラ
分解官民
規格策定へ

5月13日 生分解性プラスチックに関する国際規格(ISO)を日本が提案予定
 背景：

• 海洋プラスチックごみの環境汚染が世界的に問題視
• 「バーゼル条約」の締約国会議は、汚れた廃プラスチックを輸出入規
制の対象に加えることで合意

 提案までのプロセス：
• 化学メーカーや日本バイオプラスチック協会、産業技術総合研究所
等が参加する国内の協議会を立ち上げ予定(2019年夏迄)

• 国際標準化機構(ISO)に提案予定(2020年代前半)

 規格化により期待される効果：
• 消費者や小売店などで普及の促進
• 分解が不十分な海洋生分解性プラの製品が広がり、環境面で逆効
果になる事態を防止する効果

 生分解性プラスチック概要：
• 素材としての使用時には従来のプラスチック製品に近い機能や性能
を持つが、使用後は微生物などの働きで自然に分解可能

• 土壌で分解するタイプが先行していたが、近年は海で分解するプラス
チックの開発が前進

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/nkd/com

pany/articl

e/?Display

Type=2&b

a=3&ng=D

GKKZO44

697880S9

A510C1N

N1000&sc

ode=4118
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【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向(2/4)

海洋プラスチックごみの環境汚染が世界的に問題視されていることから、日本は生分
解性プラスチックに関する新規規格（ISO）を提案予定

テーマ別情報詳細 資源循環

https://www.nikkei.com/nkd/company/article/?DisplayType=2&ba=3&ng=DGKKZO44697880S9A510C1NN1000&scode=4118
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国際 5-O3 「スマート」
になる都市
のパフォー
マンスを

測定するた
めの新しい
国際標準

5月14日 ISO 37122「持続可能な都市とコミュニティ - スマートシティのための指
標」を発行

 概要：
• 都市のサービス提供と生活の質を評価するための重要な指標の概
要を規定

 他規格との関係性：
• ISO 37120「持続可能な都市とコミュニティ - 都市のサービスと生活
の質の指標」を補完

• 今年後半に発表される予定のISO 37123「持続可能な都市と地域社
会 - 回復力のある都市の指標」により補完される予定

 担当TC：
• ISO/TC 268持続可能な都市とコミュニティ
• 議長AFNOR

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref239

5 html
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【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向(3/4)

ISO 37122「持続可能な都市とコミュニティ - スマートシティのための指標」がISOより
発行されている

テーマ別情報詳細 資源循環

https://www.iso.org/news/ref2395.html
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際 5-O4 バーゼル
条約がプラ
スチックの
循環経済を
再形成

5月15日 バーゼル条約の締約国は、条約の国際的規制及びリサイクルのために
国境を越えて輸送されるプラスチック廃棄物に適用される取引禁止拡大
の修正内容を採択

 海洋プラスチックのゴミの危機に対する懸念に対応すべく、COP-14が先週開
催され、プラスチック廃棄物に関する修正内容を採択

 これにより、プラスチックに係る世界的循環経済に影響があることを示唆
 特にアジアにおいては、廃プラスチックの輸入を禁止または制限するための
各国の潮流に合致
 修正内容抜粋：

• 中国は、消費後及び産業後の廃プラスチックの輸入を実質的に禁止
• インドは、2019年8月31日に発効すると見込まれる固形プラスチック
廃棄物の輸入を禁止するために、有害廃棄物規則を改訂

• ベトナムは2025年からすべての廃プラスチックの受け入れを停止。
また以前より、廃棄物輸入のための新たな免許の発行を中止

• タイは2021年までにすべての廃プラスチック輸入禁止を発表
• マレーシアは、今後3年間で廃プラスチックの輸入を禁止する計画と
ともに、プラスチック廃棄物の輸入に対して厳格な規制を適用

Beveridge & 

Diamond

https://ww

w.bdlaw c

om/publica

tions/basel

-

convention

-recasts-

the-

circular-

economy-

for-

plastics/

国際 5-O5 エコデザイ
ン、LCA、
EPD、サー

キュラーエ
コノミー認証

5月27日 SGSのサステナビリティ専門家は、ライフサイクルアセスメント、環境製品
宣言、及びCircular Economyの認定を提供することによって、持続可
能な製品の開発を支援することを発表

 企業の製品開発チーム内におけるEcodesignプラクティスの実施をサポート
するために、トレーニングとコンサルティングサービスを提供する旨言及

SGS https://ww

w.sgs.com

/en/consu

mer-

goods-

retail/ecod

esign-lca-

epd-and-

circular-

economy-

certificatio

n
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【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向(4/4)

バーゼル条約では、条約の国際的な拘束力担保及びリサイクルのため、国境を越えて
輸送されるプラスチック廃棄物に適用される取引禁止拡大の修正内容を採択

テーマ別情報詳細 資源循環

https://www.bdlaw.com/publications/basel-convention-recasts-the-circular-economy-for-plastics/
https://www.sgs.com/en/consumer-goods-retail/ecodesign-lca-epd-and-circular-economy-certification
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エネル
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欧州 6-E1 2018年規格
のグリーン
ライン
エコスアニュ
アルレポー
ト

5月4日 ECOSが2018年度の標準化活動の成果についてレポートを発出
 ECOSの標準化活動内容(抜粋)：

• CEN-CENELECコーディネーショングループの活動をグリーンルー
フや自然を主とした解決策などの適応オプションに拡大するよう説得

• セメント及びコンクリート部門の脱炭素化への取り組みを開始し、
CEN / TC 51及びCEN / TC 104へ初の環境NGOとして参加

• 循環型経済アジェンダのための有用な要件を特定するために、持続
可能な化学物質と一次及び二次原料に対処する既存の規格と他の
イニシアチブのCENマッピング開発を支援

• 環境管理システムの段階的導入に関するISO 14005規格の改善を
支援、等

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

http://ecost

andard.org

/wp-

content/upl

oads/ECO

S-

ANNUAL-

REPORT-

2018 pdf

欧州 6-E2 CEN-

CENELEC 

BTWG 11

「持続可能
な化学物
質」 - 重要
な成果物

5月7日 CENとCENELECは、CEN-CLC / BTWG 11「持続可能な化学物質」
(BTWG 11)の設立及びその取り組みを紹介

 設立目的：
• 潜在的に興味深い要素を特定し、起こり得るギャップを見つけ、その
ギャップを埋める方法を提案

• 2015年12月に欧州委員会が採択した補助的行動である「循環型経
済行動計画に関連した一次及び二次原材料からの持続可能な化学
物質の標準化の潜在的ニーズの特定」に対応

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief ne

ws/Pages/

TN-2019-

032.aspx

738

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/9)

CENとCENELECは、CEN-CLC / BTWG 11「持続可能な化学物質」(BTWG 11)を
設置しており、その取り組みについて紹介

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://ecostandard.org/wp-content/uploads/ECOS-ANNUAL-REPORT-2018.pdf
https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-032.aspx
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エネル
ギー
マネジ
メント

欧州 6-E3 新しいCEN

規格：建物
のエネル
ギー性能を
評価する方
法に関する
EN 16798-

1：2019

5月10日 CENは建物のエネルギー性能に関する新規EN規格を発表
 規格名：

• EN 16798-1：2019 「建物のエネルギー性能 - 建物の換気 - 第1部：
室内空気質、熱環境、照明及び音響に対処する建物のエネルギー
性能の設計及び評価のための屋内環境入力パラメータ - モジュール
M1-6」

 規定内容：
• 熱環境、室内空気質、照明及び音響に関する室内環境パラメータの
新しい規則及び要件の設定に焦点を当て、建築システムの設計及び
エネルギー性能計算にこれらのパラメータを使用する方法を説明

 EN 16798-1：2019概要：
• ECによる標準化要求M / 480に基づき、エネルギー性能の観点から
建物の換気の主な側面を決定することを目的としたシリーズ、EN 

16798の一部

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

https://ww

w.cen eu/n

ews/brief-

news/Pag

es/EN-

2019-

022.aspx
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/9)

CENはエネルギー性能の観点から、建物の換気の主な側面を決定することを目的と
した建物のエネルギー性能に関する新規EN規格（EN 16798-1：2019）を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/EN-2019-022.aspx
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スウェ
ーデン

6-E4 フレーム
ワークはAI

に中立で
安全な基盤
を与える

5月10日 SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国内委員会
TK 611にて討議

 AIを中心とした標準化に関する作業：
• ビッグデータやクラウドサービスと同様にSISとISOの両方で進行中

 SISのAI標準化に関する見解：
• 新しい規格の開発には通常3年程度かかるが、AI分野では新しくより
迅速な作業方法を見つけることが問題になる可能性があり、持続可
能なAIを保証する規格を策定するプロセスをスピードアップする必要
がある

• AIについて中国とアメリカは競合しており、政治的な駆け引きも存在
する中、国際標準化において強力な立場にあるスウェーデンは、この
2か国の間で仲介人の役割を実施

スウェーデン
規格協会
(SIS)

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/ramver

k-ger-ai-

en-neutral-

och-saker-

grund/

740

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/9)

SIS（スウェーデン規格協会）は、AIと機械学習の標準化を国内委員会TK 611にて
討議していることを紹介

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/ramverk-ger-ai-en-neutral-och-saker-grund/
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欧州 6-E5 COAIと
ETSIがテレ

コムの標準
化に向けて
より密に
協力を促進
する覚書を
締結

5月13日 COAI(インド携帯電話事業者協会)とETSIは、関連規格に関するETSIと
インドの協力促進を目的としてMoUを締結

 MoU目的：
• グローバルな情報基盤の確立に貢献することを目的として、地域的
及び国際的な標準化を直接的または間接的に実行し促進

• ICTの分野における標準化の取り組みを強化するために、EUとインド
の間で定期的かつ継続的な対話の実施

 COAI：
• 主大手通信会社、インターネット会社、テクノロジー会社、デジタル
サービス会社を代表するインドの業界団体

欧州電気通信
標準化機構
(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

598-2019-

05-coai-

and-etsi-

sign-mou-

to-foster-a-

closer-co-

operation-

on-

telecom-

standardiz

ation

ドイツ 6-E6 DINはAIの

ための標準
化ロードマッ
プを開発

5月14日 DINはAIの標準化ロードマップの開発プロセスを開始
 目的：

• ドイツ経済の国際競争力を支え、欧州の価値基準を国際レベルに引
き上げる、標準化及び標準化のためのフレームワークの早期開発

 内容：
• 既存の標準の概要とAIの側面に関する標準、特に今後の活動に関
する推奨事項について説明

 今後のスケジュール：
• DINは連邦経済エネルギー省(BMWi)に代わってDKEと協力し、「標
準化における倫理及び自律型機械と車両におけるAIの標準化」に関
する標準化ロードマップを作成予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/din-

erarbeitet-

normungsr

oadmap-

fuer-ki-

330466
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/9)

COAI(インド携帯電話事業者協会)とETSIは、ICT等関連規格に関するETSIとインド
の協力促進を目的としてMoUを締結

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1598-2019-05-coai-and-etsi-sign-mou-to-foster-a-closer-co-operation-on-telecom-standardization
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-erarbeitet-normungsroadmap-fuer-ki-330466
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欧州 6-E7 ECOSとそ
のパート
ナーは、商
業用冷蔵に
関するIEC

の肯定的な
投票を歓迎

5月15日 IECはECOSや他の機関の要請受け、改訂版IEC 60335-2-89を作成し
承認

 ECOSはIEC 60335-2-89が可燃性冷媒(プロパン)の使用を含む改訂版規格
として承認されるよう活動を実施
 改訂背景：

• IEC 60335-2-89は、商業用冷凍機器の安全要件を規定しているが
許容範囲を厳格に制限し、環境にやさしい可燃性冷媒(プロパン)の
使用を制限

 改訂に向けたECOSによる活動内容：
• IEC技術委員会(TC61)にて最初の投票を実施
• 投票は利害関係者の参加なしで実施されるためECOSは参加が不
可能。そこでECOSは多機関(NGO、企業団体、業界)と協力し、国内
の標準化団体に対して積極的な投票の実施と規格改訂の承認を求
めるポジションぺーパーに署名

• 署名活動にも関わらず、投票結果は票の誤算のために否決
• この投票結果を受けECOSと他の利害関係者は、投票結果を再集計
し修正するために、IEC手続き規則に準拠していない投票について再
検討するようIECに要求

• 要求が認められ、改訂版IEC 60335-2-89は最終的に5月の初めに
承認

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

http://ecost

andard.org

/ecos-and-

partners-

welcome-

iec-

positive-

vote-on-

commercia

l-

refrigeratio

n/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/9)

ECOSはIEC 60335-2-89が環境にやさしい可燃性冷媒(プロパン)の使用を含む改訂
版規格として承認されるよう活動を展開している

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://ecostandard.org/ecos-and-partners-welcome-iec-positive-vote-on-commercial-refrigeration/
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ドイツ 6-E8 BOSCH 

EBIKEシス

テムは標準
化された範
囲の参照を
支持

5月22日 Bosch eBike Systemsとドイツ二輪産業協会(ZIV)は、その他の企業や
DINと共同で「標準化範囲テストR200」を開発

 目的：
• さまざまなe-バイクの種類を客観的に比較

 背景：
• eBike製品群の各フィールドテストは、走行重量、タイヤ、空気圧、地
表、天候、ドライバーのパフォーマンス、または運転行動などの外部
からの影響によって異なり、原則として、これらの影響は再現できな
いため、それぞれの結果が比較不可能

 R200概要：
• 重量、地形の種類、地表、開始頻度、風の状態など、その他の影響
を与える要素については、典型的な値を設置

• エネルギー消費量とバッテリー容量についての情報を提供
 今後のスケジュール：

• R200は2019年末にDIN Specとして発行され、市場で確立される予
定

Pedelecs＆
E-Bikes

https://ped

elec-

elektro-

fahrrad.de/

news/bosc

h-ebike-

systems-

unterstuetz

t-

normierte-

reichweite

nangabe/2

57086/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/9)

Bosch eBike Systemsとドイツ二輪産業協会(ZIV)は、他企業やDINと共同で「標準
化範囲テストR200」を開発

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://pedelec-elektro-fahrrad.de/news/bosch-ebike-systems-unterstuetzt-normierte-reichweitenangabe/257086/
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欧州 6-E9 CENと
CENELEC

が2019年
StandarDa

ysを開催

5月3日 CENとCENELECは2019年版のStandarDaysを開催
(4月29日～30日@ブリュッセル)

 目的：
• 欧州標準化システムの機能と重要性に関する認識をより一般に普及

 参加者：
• 欧州各地からの国家標準化機関、業界、NGO、欧州機関、学術界な
ど(計111人)

 内容：
• 国際協力、イノベーションや研究分野への取り組み、循環経済、中小
企業、デジタル社会などのいくつかの優先分野における欧州規格の
役割等、CEN及びCENELECの活動に関する議論

 セッション例：
• 「循環経済を支える標準化」：循環経済を直接支援して欧州規格がど
のように開発されているか、そして業界、立法者、市民にとっての付
加価値について討議

• 「デジタル変換と標準化」： プロセス、システム、サプライチェーンのデ
ジタル化が標準に与える影響

• 「標準化とイノベーション」：イノベーションの推進やHorizon 2020に標
準が果たす役割

Comité 

Européen de 

Normalisation

(CEN) 

European 

Committee for 

Electronical 

Standardizatio

n (CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief_ne

ws/Pages/

TN-2019-

031.aspx

欧州 6-E10

 

EUSEWの
登録開始-

ECOSは
2つのセッ
ションで
講演予定

5月7日 EUSEW 2019(European Sustainable Energy Week 2019)を開催予
定(6月18日～20日予定)

 EUSEW概要：
• 欧州での再生可能エネルギーと効率的なエネルギー使用に特化した
欧州最大の会議

 ECOSは2つのセッションで講演者として参加予定(6月20日予定)

• 「エコデザインとエネルギーラベル：消費者のための標準設定」
• 「市場調査：より大きなキャパシティと透明性 - より大きなインパクト」

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

http://ecost

andard.org

/eusew-

registratio

ns-now-

open-

ecos-will-

speak-in-

two-

sessions/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(7/9)

CENとCENELECは2019年版のStandarDaysを開催。またエネルギー使用につい
て討議を行うEUSEW 2019が予定されている

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-031.aspx
http://ecostandard.org/eusew-registrations-now-open-ecos-will-speak-in-two-sessions/
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ドイツ 6-E11 私たちは共
にエネル
ギー転換を
起こします

5月20日 第3回DKEイノベーションキャンパスを開催(5月20日)
 「全電気社会 - エネルギー世界の変革」をテーマにアイデアやコンセプトが発
表され、300人を超える参加者と議論
 討議内容：

• IEC 61850シリーズとCommon Information Model(CIM)が相互作
用していないことについて討議

• 上記課題に対し、国際委員会IEC TC 57(国内審議委員会：DKE / K 

952)では、両方の規格を調和させ、通信を介して構文的に、モデル
化を介して、さらに言語及びプロセスの設定を介して相互運用性を確
立するための作業が行われていることを紹介

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/veranstal

tungen/inn

ovation-

campus-

2019/ruec

kblick

ドイツ 6-E12 標準化及び
ITセキュリ

ティの分野
における標
準化に関す
るワーク
ショップ

5月21日 標準化及びITセキュリティの分野における標準化に関するドイツ - 中国
ワークショップを開催(5月20日)

 DINは中国のSAC/TC 260と情報技術及びアプリケーション標準化委員会
(NIA)との間で締結された覚書に基づいた議論を実施(2019年2月)

 討議内容：
• ITセキュリティと経済におけるITセキュリティの法的枠組みについて
意見を交換

• AIとビッグデータの分野におけるITセキュリティの標準化及び標準化
における現在の開発に関する情報を交換

• SC 27:ITセキュリティ(ISO/IEC JTC 1/SC 27)とSC 42:AI(ISO/IEC 

JTC 1/SC 42)との間で緊密な情報交換が必要なことを確認
• 「機械間通信における安全なアイデンティティ」と「ビッグデータ、AI及
び国境を越えたデータ転送のITセキュリティ」に関するホワイトペー
パー構造を定義

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/deu

tsch-

chinesisch

er-

workshop-

zu-

normung-

und-

standardisi

erung-im-

bereich-it-

sicherheit-

331286
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(8/9)

DINは中国のSAC/TC 260との覚書に基づき、標準化及びITセキュリティの分野にお
ける標準化に関するドイツ - 中国ワークショップを開催

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.dke.de/de/veranstaltungen/innovation-campus-2019/rueckblick
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/deutsch-chinesischer-workshop-zu-normung-und-standardisierung-im-bereich-it-sicherheit-331286
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ドイツ 6-E13 エネルギー
提携はエネ
ルギー貯蔵
規格の交換
を容易に
する

5月22日 DKEエネルギー部長が、中国最大の電気エネルギー貯蔵見本市及び展
示会に出席、講演

 ドイツと中国のエネルギーパートナーシップの招待で、VDE電気工学、電子
情報技術協会のエネルギー責任者であるAlexander Nollauは、フォーラム
「グローバルエネルギー貯蔵システムの安全性と標準化」で講演
 講演内容：

• ドイツのVDEによって導入された規格の80％以上が国際規格であり、
それは国内規格に反映されていることを紹介

• エネルギー貯蔵技術とエネルギー市場の安全で信頼できる機能のた
めの国内及び国際標準化の重要性及びエネルギーランドスケープの
デジタル化を促進するための標準と規制の必要性を強調

• 自動車用バッテリーの標準化に関するケーススタディについて発表

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/energie

partnersch

aft-

austausch-

energiesp

eicherstan

dards

ドイツ 6-E14 ISO / IEC 

JTC 1が新

しい標準化
分野を切り
開く

5月24日 第34回合同技術委員会ISO / IEC JTC1 を開催(@マウイ)
 18カ国から70人以上の専門家が情報技術の分野における将来の作業計画
について議論
 デジタルツイン※に関する諮問グループを再設立：

• 諮問グループでは今後ITとインダストリー4.0を繋げるとともに、当分
野における標準化活動について討議予定

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/iso-

iec-jtc-1-

erschliesst

-neue-

normungsf

elder-

331994
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(9/9)

DKEエネルギー部長は、中国最大の電気エネルギー貯蔵見本市及び展示会に出席
し、「グローバルエネルギー貯蔵システムの安全性と標準化」について講演

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

※デジタルツイン：サイバー空間上に実際の製品や製造工程を再現したシステム

再掲

再掲

https://www.dke.de/de/news/2019/energiepartnerschaft-austausch-energiespeicherstandards
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/iso-iec-jtc-1-erschliesst-neue-normungsfelder-331994
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米国 6-U1 環境に影響
を与える
6規格

5月 ASTM Internationalの環境アセスメント、リスク管理、是正措置に関す
る委員会(E50)の標準化活動について紹介

 ASTMのE50が策定した6つの規格とその内容について紹介
 「貯蔵タンクに関するすべての規格(小委員会E50.01)」：

• 政府機関は具体的なガイドラインを発行せずに石油製品の貯蔵タン
クに関する指令を発行。これを受け、ASTMは貯蔵タンク規制の順守
をカバーする一連の規格を策定

 「環境サイト評価のための標準的な実践：フェーズI環境サイト評価プロセ
ス(E1527)」：

• 米国環境保護庁(EPA)は不動産取引の適正評価基準について2005

年に「すべての適切な調査」規則を発表。その中でEPA規則の遵守
に代わるEPAが容認する代替案としてE1527参照が参照されるよう
策定

 「環境デューデリジェンスを制限するための標準的な方法：取引スクリーン
プロセス(E1528)」：

• 包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA)の地主責任保護が必要と
されていない場合(E1527を利用しない場合)に、潜在的な環境問題を
識別のため利用可能なE1528を策定

 「貯蔵石炭燃焼生成物の有益な利用(E3153)」：
• 炭鉱施設では何百万トンの石炭灰が発生する可能性があり、E50は
その灰の使用基準を決定することにより、その灰が廃棄物になること
を防止するための規格として策定

 「汚染された場所のための概念的な場所モデルを開発するための標準ガ
イド(E1689)」：

• ガソリンのように水に浮く液体である非水相液体(NAPL)の取り扱い
の処理に関する規格として策定

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/standardiz

ation-

news/?q=f

eatures/6-

standards-

making-

difference-

environme

nt-.html
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/4)

ASTM Internationalは、環境アセスメント、リスク管理、是正措置に関する委員会
(E50)の標準化活動について紹介

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/6-standards-making-difference-environment-.html
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米国 6-U2 NIST / 

DOCは、AI

標準活動へ
の連邦政府
の関与につ
いての意見
を求める

5月1日 米国商務省(DOC)の米国標準技術局(NIST)がAIの技術標準に関する
情報要求(RFI)を発行

 2019年2月11日のAIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領
令(EO)に準拠し、AIの技術標準に関連する現在の状態、計画、課題及び機
会、ならびにAI標準関連の活動に連邦が関与するための優先分野について
のコメントを要望
 EO内容：

• AI技術を使用する信頼性があり、堅牢で信頼できるシステムをサ
ポートするための技術標準と関連ツールの開発における連邦政府の
関与のための計画を作成するようNISTに指示

 今後のスケジュール：
• NIST本部で、AI計画の策定を進めるための議論にこれらの利害関
係者を参加させるためのワークショップも開催予定(5月30日 予定)

 RFIに対するANSIの対応：
• ANSIはRFIへの回答を作成中
• ANSIはANSIのメンバーに対し、5月20日までにANSIの回答作成に
貢献すること、または5月31日までにNISTに直接フィードバックを提
出することを強く推奨

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

6cea2560-

19ad-

4534-

8da6-

6899a37a

715e
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/4)

米国標準技術局(NIST)はAIの技術標準に関する情報要求(RFI)を発行している

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6cea2560-19ad-4534-8da6-6899a37a715e
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米国 6-U3 ANSIと
NISTが

新規覚書に
署名

5月3日 ANSIとNISTは自主基準設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加促
進を目的とした新規覚書に署名

 MoU締結内容：
• 可能な限り最高の規格策定を支援するための協調的な国家的アプ
ローチの必要性を再確認

 背景：
• ANSIとNIST間で1995年に最初のMoUに署名

 目的：
• 自主基準及び適合性評価の問題に関する米国内の民間及び公共部
門の当事者間の国内コミュニケーション及び調整を促進し、自主基準
設定プロセスへの効果的な連邦機関の参加を促進

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

beaf9f2a-

aa61-

45ed-

829e-

b5601ae2

2174

米国 6-U4 UL、AIの

主要機関に
参加

5月15日 ULは学術者が結集するマルチステークホルダー組織であるPAI 

(Partnership on AI)に加盟
 PAI概要：

• AIの社会的影響をよりよく理解するために、世界中の学者、研究者、
技術企業、公民権団体などを集めたマルチステークホルダー組織

 ULによるAIに関する規格開発：
• 規格開発チームは協力者と共にUL 4600を作成中
• UL4600は安全原則及び自律製品の評価のためのプロセスについて
規定予定

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://new

s.ul com/n

ews/ul-

joins-

leading-

body-

artificial-

intelligenc

e

749

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/4)

ULは学術者が結集するマルチステークホルダー組織であるPAI(Partnership on AI)

に加盟したことを発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=beaf9f2a-aa61-45ed-829e-b5601ae22174
https://news.ul.com/news/ul-joins-leading-body-artificial-intelligence
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米国 6-U5 ANSI、世界
標準化週間
2019のイベ
ントスケ
ジュールを
発表

5月13日 ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを発表
(11月4日～8日@ワシントンDC)

 規格と適合性評価コミュニティの間から、ANSIメンバーと多様な民間及び公
共部門の利害関係者を集め、議論等を実施
 イベント・会議開催内容(予定)：

• ANSI会員フォーラム
• 政策委員会会合
• 将来に向けた効果的な人員の育成の会議
• ANSI法的問題フォーラム：Hazy Days：大麻業界の規制と標準化の
理解

• 年次ANSI賞晩さん会(ノミネートは現在開催中)

• ANSI-NIST大学助成金受賞者シンポジウム
＊分野別に関連する詳細情報については特になし

CISION PR

Newswire

https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/a

nsi-

releases-

schedule-

of-events-

for-world-

standards-

week-

2019-

30084912

8 html

750

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/4)

ANSIが世界標準化週間(WSW)2019のイベントスケジュールを公開しており、政策委
員会会合や法的問題フォーラム等が実施される予定

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.prnewswire.com/news-releases/ansi-releases-schedule-of-events-for-world-standards-week-2019-300849128.html
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中国 6-C1 第83回IEC

会議準備委
員会資料グ
ループが第
2回作業部
会を開催

5月8日 第83回IEC会議準備委員会資料グループが第2回会合を開催
(4月26日)

 会議内容：
• 各グループが作業の進捗を報告
• 第二回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムの開会式での基調講
演にてXi Jinping事務総長が示した標準化作業に関する重要な指示
の実施を要求

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343539.ht

m

中国 6-C2 2019年標準

化戦略関連
研究プロ
ジェクト検討
会を北京で
開催

5月8日 市場監督管理局の標準化及び技術部は、標準化戦略関連の研究プロ
ジェクトに関するレビュー会議を開催(4月29日@北京)

 会議内容：
• 参加した専門家は、プロジェクト研究の目標タスク設定、研究アイデ
ア、期待される結果、予算について意見や提案を提示

 出席者：
• 中国工学アカデミーの学者
• 中国標準化専門家委員会 He Hezhen委員長
• 中国国家標準化専門家委員会 Zhang Gang副議長
• その他6名の専門家

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201905/t2

0190508

343540.ht

m

751

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/5)

中国では、第83回IEC会議準備委員会資料グループの第2回会合、標準化戦略関連
の研究プロジェクトに関するレビュー会議等が開催されている

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343539.htm
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201905/t20190508_343540.htm
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中国 6-C3 共同でC3

セキュリティ
サミットを
開催

5月13日 「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び標
準フォーラム」を開催(5月8日@成都)

 討議内容：
• 国際的なサイバーセキュリティ戦略とポリシー研究、クラウドサービス
セキュリティのレビューと標準化研究

• データ取引と国境を越えたデータセキュリティ、ガバナンス、アプリ違
反、個人情報識別とコンプライアンスの勧告

• 国際電気通信連合IoTの進捗状況とスマートシティの標準化
• 自動車業界におけるネットワークセキュリティの標準化の状況と展望
の解説及び共有

• クラウドコンピューティング、IoT、個人情報保護、自動車用電子機器、
その他のホットテクノロジー分野の現状

• ネットワークセキュリティの国家規格に対する包括的な理解促進
 出席者：

• ネットワークセキュリティ分野のリーダー
• 技術の専門家や学者
• 国内外の業界のリーダー等、計2,000人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5086

.html

中国 6-C4 北京で
「China 

Standard 

2035」プロ
ジェクト討論
会を開催

5月14日 「中国標準2035」プロジェクト討論会を中国工学アカデミーで開催
(5月13日)

 討論会内容：
• プロジェクトの一般報告書概要の作成に関する包括的なプロジェクト
チームの報告を受け、参加者が「中国規格2035」プロジェクトの一般
報告書概要とプロジェクト研究に含まれる主な問題について議論

 出席者：
• 標準化技術部、市場監督管理総局の標準化・革新部、及びさまざま
なプロジェクトやプロジェクト事務所の責任者等

＊分野別に関連する詳細情報については記載なし

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201905/t2

0190514

343556.ht

m

752

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/5)

中国では「C3セキュリティサミット - ネットワークセキュリティポリシー、規制及び標準
フォーラム」が開催され、セキュリティ分野や関連技術についての幅広い内容を議論

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5086.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201905/t20190514_343556.htm
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中国 6-C5 ISO / IEC 

JTC 1デジ

タルヘルス
アドバイザリ
グループの
招集者とし
て選出され
た中国の
専門家

5月15日 第34回ISO / IEC JTC技術合同技術委員会(ISO / IEC JTC 1)を開催
(5月6日～10日@ハワイ)

 デジタル健康諮問グループを設立することを決定し、中国電子技術標準化協
会が諮問グループの招集者になることに合意
 アドバイザリーグループのメンバー(初回バッチ)：

• 中国、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、イギリ
ス、アメリカ

 CESIの今後の活動予定：
• 既存の研究基盤をもとに、国内外の関連部隊や標準化団体の技術
力を積極的に組織

• 必要に応じ調査報告書を作成し、JTC 1ヘその報告書を提出し標準
化の方向性や推奨事項等を提案予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5090

.html

753

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/5)

CESIは、第34回ISO / IEC JTC技術合同技術委員会(ISO / IEC JTC 1)の
開催について言及

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5090.html
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中国 6-C6 エネルギー
効率化プロ
ジェクトの分
類と評価の
ためのガイ
ドライン」に
関する国家
標準シンポ
ジウムを
北京で開催

5月20日 中国国家標準化研究所の資源環境局は、「エネルギー効率化資金調達
プロジェクトの分類と評価のためのガイドライン」に関する全国標準セミ
ナーを開催(5月10日@北京)

 討議内容：
• 標準の意見募集について議論し、標準の構造と主要な技術的内容を
さらに改善し、標準を修正し改善するための作業の方向性を明確化

 出席者：
• 金融機関、科学研究機関、認証機関、エネルギーサービス会社、業
界団体及びその他関連分野の専門家と代表者

 背景：
• 「第13次5ヵ年計画」で計画における総エネルギー消費と強度の「二
重管理」という目標達成のために、中国政府は「第13次総合省エネ・
排出削減計画」で市場志向型グリーンファイナンスの推進と省エネル
ギーの推進を提案

 ガイドライン目的：
• エネルギー効率化資金調達プロジェクトの分類と評価のための国家
基準の策定により、省エネルギー産業の発展を支援する中国のエネ
ルギー効率化資金調達関連機関の重要な基礎を提供可能

中国標準化
研究院(CNIS)

http://www.

cnis.gov.c

n/kjzy/kyly/

jieneng/yjd

t/201905/t

20190520

24950.sh

tml

中国 6-C7 デジタル経
済エンパ
ワーメント
フォーラム
のためのAI

に参加

5月28日 中国電子技術標準化研究院が「デジタル経済エンパワーメントのための

AIフォーラム」に参加(5月24日@上海)
 フォーラムにおける上海経済情報委員会の副理事長コメント(要旨)：

• AI産業の発展と技術の応用により、標準化作業がAIの発展のための
重要な支援となっていることを指摘

• 中国積極的に推進しているAI標準システムの構築、主要標準の開発
と標準化メカニズムの構築について紹介

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5121

.html

754

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/5)

CNIS資源環境局は、「エネルギー効率化資金調達プロジェクトの分類と評価のため
のガイドライン」に関する全国標準セミナーを開催

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cnis.gov.cn/kjzy/kyly/jieneng/yjdt/201905/t20190520_24950.shtml
http://www.cesi.cn/201905/5121.html
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中国 6-C8 2019年中国
国際ビッグ
データ産業
博覧会ビッ
グデータ標
準化は貴陽
で開催され
た産業高品
質開発
フォーラムを
支援

5月29日 2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化支援産業
高品質開発フォーラムを開催(5月25日@貴陽)

 会議内容：
• データ管理に対し「DCMM国家規格適合性評価証明書」、「国家ビッ
グデータシステム製品品質監督検査センタービッグデータシステム標
準コンプライアンス証明書」及び「第3回データ標準化及びガバナンス
優秀評価証明書」を発行

• キャパシティビルディング、ビッグデータシステム製品の強化及び
データガバナンスが業界のベンチマークを設定

 出席者：
• 貴州省政治諮問会議副会長
• 産業情報技術部の情報及びソフトウェアサービス部門副局長
• 国家市場管理監督局局長
• 貴州省産業情報技術部部長
• 貴州省市場監督管理部長
• 人民政府の副市長
• 200人以上の専門家

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1905/5127

.html

755

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/5)

2019年中国国際ビッグデータ産業博覧会ビッグデータ標準化支援産業高品質開発
フォーラムを貴陽にて開催

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201905/5127.html
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タイ 6-A1 データ共有
が議論を巻
き起こす

5月2日 タイ通信規制当局は、州が携帯電話の使用に関する一般的なデータ
(個人情報を除く)へアクセス可能とするために通信事業法の詳細修正の
議論を開始したものの、主要3社からの反対に直面

 規制当局は、2019年に発効することを目標としたIoT及び関連機器の一連の
規制条件を起草
(昨年4月に当局がIoTとコネクテッドデバイスの規制枠組みを作成するための
委員会を設立した後に発生)

 委員会は、5つのカテゴリーについて議論
 番号付けと識別
 スペクトル及び技術標準
 無線通信と競争に関する許可
 セキュリティとプライバシーデータ配置構造
 データの相互運用性

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/b

usiness/tel

ecom/167

0660/data-

sharing-

stirs-the-

pot

タイ 6-A2 国際金融公
社(IFC)と
Amataがタ

イとメコン地
域における
スマートシ
ティ、工業団
地、居住地
のサステナ
ビリティソ
リューション
の促進へ
向け協力

5月7日 国際金融公社とスマートシティや工業団地プロバイダーであるAmataが、
タイ及びメコン地域でのサステナビリティプロジェクトの開発や持続可能
な経済成長の促進、環境保護における協力に関する覚書に署名
(5月7日)

 IFCとAmataは、共同投資機会の特定や、工業団地・居住地区における持続
可能なエネルギー、水、建設インフラの廃棄ソリューションの利用促進、タイ
やメコン地域等特定地域におけるグリーンな成長に関する意識の向上や、持
続可能なデザインを促進
 IFCは、緑の建築や持続可能な開発における大規模な民間企業の投資を
支援、45憶ドルの緑の建設のポートフォリオを保持

 「EDGE グリーン・ビルディング・プログラム」を通じて、緑の建築への市場
の転換を目指す

International 

Finance 

Corporation 

(IFC)

https://ifce

xtapps ifc.

org/ FCExt

/Pressroo

m/ FCPres

sRoom.nsf

/0/6FE068

E0172763

36852583

F3003123

CA

756

【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/6)

国際金融公社とスマートシティ・工業団地プロバイダーAmataは、タイ及びメコン地域
でのグリーンビルディングプログラムの促進を含む覚書に署名

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.bangkokpost.com/business/telecom/1670660/data-sharing-stirs-the-pot
https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/6FE068E017276336852583F3003123CA
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6-A3 インドネシア
の技能人材
増加のため
のデジタル
人材奨学金

5月17日 通信情報省が、デジタル分野におけるトレーニングに関する25,000もの
奨学金の機会を提供

 目的：
• 国内のIndustrie 4.0.の分野における人材能力向上のため

 対象分野：
• AI、IoT、サイバーセキュリティ

 対象者：
• 30の大学、23の専門学校、4つの国際認証機関

Opengovasia https://ww

w.opengov

asia.com/d

igital-

talent-

scholarshi

ps-to-

boost-

indonesias

-skilled-hr/

ベトナ
ム

6-A4 STAMEQ・

ダイキン間
にて標準化
に関する
MoU署名式
を実施

5月17日 標準・計量・品質局(STAMEQ)とダイキンエアコンディショニングベトナム
が標準化協力に関する覚書に署名(5月17日)

 今後3年間で、空調、空気清浄、空気質及び関連分野における標準化、適合
性評価、国内外の標準化活動へのより深いレベルでの参加、ベトナム企業の
標準や規制の順守促進、ベトナム企業の生産能力や輸出の改善に関するサ
ポートを実施することについて合意
 署名式参加者：

• Mr Nguyen Hoang Linh - Deputy General Director of STAMEQ

• Pho Duc Son - Vice Chairman and Secretary General of Vietnam 

Association of Science and Technology on Standards and 

Quality, Former Director of the Institute Vietnam Quality 

Standard

• Ms. Ly Thi Phuong Trang – ダイキンエアコンディショニング社長
• STAMEQ及び科学技術省の担当者

ベトナム標準・
品質局
(STAMEQ)

https://tcvn

.gov.vn/20

19/05/le-

ky-ket-

hop-tac-

trong-linh-

vuc-tieu-

chuan-

hoa/
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/6)

ベトナムSTAMEQとダイキンエアコンディショニングベトナムは、空調分野における
標準化協力に関する覚書に署名

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.opengovasia.com/digital-talent-scholarships-to-boost-indonesias-skilled-hr/
https://tcvn.gov.vn/2019/05/le-ky-ket-hop-tac-trong-linh-vuc-tieu-chuan-hoa/
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シンガ
ポール

6-A5 モノのイン
ターネット
(IoT)

5月21日 IMDAは、IoT及びセンサーネットワーク用のTechnical 

References(TR)として公開される一連のIoT標準をIT Standards 

Committee (ITSC)のIoT技術委員会と共に開発
 インターフェースの相互運用性を重視し、開発

 主な適用可能な規格：
• TR 38 : 2014 Sensor network for smart nation (public areas)

• TR 40 : 2014 Sensor networks for Smart Nation (homes)

• TR 47 : 2016 IoT reference architecture for Smart Nation

• TR 50 : 2016 IoT information and services interoperability for 

Smart Nation

• TR 64 : 2018 Guidelines for IoT security for smart nation

• IMDA IoT Cyber Security Guide (2019)

Singapore 

Government:

Infocomm 

Media 

Development 

Authority 

(IMDA)

https://ww

w2 imda.g

ov sg/regul

ations-

and-

licensing-

listing/ict-

standards-

and-

quality-of-

service/IT-

Standards-

and-

Framewor

ks/Internet

-of-Things

ベトナ
ム

6-A6 ベトナムの
Solar FIT 2

と資金調達
課題の克服

5月22日 ベトナムの産業貿易省(MOIT)はSolar FITに係る首相の最終決定書草
案を発表(4月12日)

 ベトナムでの太陽光発電所プロジェクトの開発を促進することを目的とした現
行の決定(Decision)11に代わる内容として検討中

 決定書の最終草案により、2回目のFIT適用期間が2019年7月1日から2021

年12月31日まで延長されることが決定

ASIAN 

POWER

https://asia

n-

power.com

/regulation

/commenta

ry/vietnam

s-solar-fit-

2-and-

overcomin

g-

financing-

challenges
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/6)

ベトナムの産業貿易省(MOIT)はSolar FITに係る首相の最終決定書草案を提示し、
2回目のFIT適用期間の延長を決定

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www2.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/ict-standards-and-quality-of-service/IT-Standards-and-Frameworks/Internet-of-Things
https://asian-power.com/regulation/commentary/vietnams-solar-fit-2-and-overcoming-financing-challenges
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6-A7 小規模農家
向けの別途
基準策定の
ためのパー
ム油分野の
番人

5月24日 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)のディレクターは、小規
模農家が持続可能な慣行を採用し、環境に優しい認証を取得できるよう、
個別の基準を計画していることを発表

 RSPOインドネシアのディレクターTiur Rumondang氏はインタビューで、25ヘ
クタール以下の土地を持つ独立系インドネシアの農家は、環境面及び社会面
での持続可能性の基準を満たす必要があると言及

(参考)RSPOはすでにインドネシアで2,919の小規模農家を認証しており、7,272ヘ
クタールの耕作地が含まれる

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-

indonesia-

palmoil/pal

m-oil-

watchdog-

to-create-

separate-

standards-

for-

smallholde

rs-

indonesia-

director-

idUSKCN1

SU1DL

タイ 6-A8 タイ工業省
工業規格局
(TISI)は、エ

アコンの基
準を冷却能
力が合計で
1万8,000

ワットまたは
6万BTUを

超えないよ
う義務付け、
安全性要求
を追加

5月28日 タイ工業省工業規格局(TISI)は、エアコン冷却能力の基準を義務付ける
とともに、国際規格に適合する安全性要求を追加する予定

 新基準の対象
• 可動式空調、床、天井、窓付けの空調

 新基準値：
• 冷却能力の合計を18,000ワット又は6,000BTU未満に義務付け

 新基準適用の背景：
• 4-5月の最高気温が42-3度となり、ピーク時の電気需要が過去最高
に達して昨年比4.6%増となったため、1998年に制定されたTIS1529-

2541基準を取り下げ、空調に関する新たな基準を作成予定
• 作成予定のTIS 1529-25XXの安全性に対する要求事項は、変化す
る技術に対応し、IEC 60335-2-40: 2013(家庭用及びこれに類する
電気機器の安全パート２：エアコンの個別要求事項)に適合

 新基準策定に向けた予定：
• 基準の作成は、現在進行中。企業や輸入業者等に新たな強制力の
ある基準が公表される前に対応可否についてのヒアリングを実施予
定

タイ工業省
工業規格局
(TISI)

https://ww

w.tisi go.th

/news/deta

ils/156/
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/6)

タイTISIは、エアコン冷却能力の基準を義務付けるとともに、国際規格に適合する
安全性要求を追加する予定であることを発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-palmoil/palm-oil-watchdog-to-create-separate-standards-for-smallholders-indonesia-director-idUSKCN1SU1DL
https://www.tisi.go.th/news/details/156/
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6-A9 持続可能な
エネルギー
工学と応用
に関する第
7回国際会
議：エネル
ギー回復力
に向けた
革新的技術

5月 RCEPM-LIPI (Research Center for Electrical Power and 

Mechatronics, Indonesian Institute of Sciences)は、International 

Conference on Sustainable Energy Engineering and Application 

2019 (ICSEEA 2019)の開催を発表
(10月23日－24日@インドネシア予定)

 目的：
• 学界の専門家、研究センター、そして産業界の専門家が最新の研究
を発表し、持続可能なエネルギー分野で活動し、世界の持続可能な
ニーズを満たすための多大な利益を生み出すこと

 開催形態：
• IEEEによる技術的共催

 主要トピック：
• 再生可能エネルギ－

(太陽光、バイオマスエネルギー、水力エネルギー、風力エネルギー、
水素エネルギー、潮力エネルギー、エネルギー保全)

• 持続可能な交通手段
• (電気とハイブリッド車、従来車両、代替グリーンフューエル、トラフィッ
ク管理) 等

Organizasi 

Profesi Ilmiah 

Indonesia

(OPI)

http://situs.

opi.lipi go.i

d/icseea20

19/
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/6)

インドネシアRCEPM-LIPIは再生可能エネルギーを議題に含むICSEEA 2019の
開催を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://situs.opi.lipi.go.id/icseea2019/
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6-A10 Vietnam 

Industrial & 

Manufacturi

ng Fair 

2019の開催

5月 VIMF 2019では、コネクテッド・マニュファクチャリング・カンファレンス、3D

プリント＆デザインカンファレンス、ロボットとビジョンシステムカンファレン
ス、物流カンファレンスのテーマにて、3日間プレゼンテーションを実施
（6月12日～13日@Binh Duong, Vietnam 予定）

 当イベントでは、3Dプリンティングの業界標準の特定に関するプレゼンテー
ションや、エネルギー管理ソリューションにおける標準コンプライアンスと電力
品質についてのプレゼンテーションも予定

OMG Events 

Management 

Co., Ltd

http://vietn

amindustri

alfiesta.co

m/conrefer

ence/
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/6)

Vietnam Industrial & Manufacturing Fair 2019の開催が予定されており、エネル
ギー管理ソリューションにおける標準コンプライアンス等のプレゼンが予定されている

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://vietnamindustrialfiesta.com/conreference/
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国際 6-O1 どのような
技術が私た
ちの環境保
護に貢献し
ています
か？
(ISOfocus

レポートよ
り)

5月8日 ISOfocusの2019年5月/ 6月号を発行、クリーンかつ環境に優しい持続
可能性について特集

 レポート概要：
• 汚染や気候変動がグリーンテクノロジーに影響を与える重要な問題
と、カナダ、コスタリカ、オーストラリアを含む世界中の最新の技術開
発に関する詳細な分析について記載

• 技術の進歩により、従来のストーブや直火よりも排出量が大幅に少
ないクリーンな調理用ストーブに関する研究が推進されていることに
ついても記載

 ストーブに関する規格について：
• 近年採用されているストーブ及び燃料に係る基準への関心が高まり、
より高性能のテクノロジへの移行が進行。ISO / TC 285が規格を策
定し、新たにクリーンな調理性能を設定することによりベンチマークを
向上

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref238

8 html

国際 6-O2 AIで環境効

率を最適化
する新しい
ITUフォーカ
スグループ

5月27日 自動化及びスマートマニュファクチャリングの増加、AIの時代における
環境効率を研究する新しいフォーカスグループを設立

 フォーカスグループ目的：
• 新技術の環境的に効率的な運用や、より広範な情報通信技術(ICT)

エコシステムの環境効率に対する技術影響についてのガイダンスの
提供

 フォーカスグループ概要：
• 名称：「AI及びその他の新技術の環境効率」(FG-AI4EE)

 活動内容：
• 「環境、気候変動及び循環経済」に関するITU標準化専門家グループ

(ITU-T研究グループ5)に討議内容をレポート予定
• IMT-2020(5G)システムの環境要件に関するITUの進行中の研究へ
の支援も期待

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR08.aspx

762

【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/2)

ISOfocusの2019年5月/ 6月号では、クリーンかつ環境に優しい持続可能性について
特集

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.iso.org/news/ref2388.html
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR08.aspx
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国際 6-O3 世界通信
デー：技術
標準の役割
と学際的ア
プローチの
必要性

5月17日 最初の万国電信条約署名及び国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に
「世界電気通信日のつどい」を開催(5月17日)

 今年のテーマ：
• 「標準化のギャップを埋める」

 世界電気通信情報協会デーに向けたITU事務局長のHoulin Zhaoコメン
ト：

• 「AIと自律システムによって強化された今後の5G規格は、自動運転
車やより安全でスマートな都市への適合を支援する」

 知的な機械システム、AIや自律システムに対する「倫理的に調和したデザイ
ン」(EAD)標準の開発について注目に値する研究として記事内で紹介。研究
の最初の報告書は、2019年3月に発行済み
 報告書策定者：

• IEEEグローバルイニシアチブ(IEEE Global Initiative)

• 日本AI学会
• MITダライ・ラマ倫理センター
• IEEE SMCS (IEEE Systems, Man and Cybernetics Society)

 既存IEEE規格と上記研究会との関係：
• 研究会で設定した人権、幸福、透明性、説明責任などの8つの中核
原則に基づいて、EADは将来、AI及び自律システムに関するIEEE 

P7000シリーズ(システム設計中に生じる倫理的問題への対処に関
するモデルプロセス)の標準規格に影響を与える可能性有

Financial 

Express

https://ww

w.financial

express.co

m/opinion/

world-

telecom-

day-role-

of-tech-

standards-

and-the-

need-for-

interdiscipl

inary-

approach/

1580649/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/2)

国際電気通信連合(ITU)の創設記念日に「世界電気通信日のつどい」を開催

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.financialexpress.com/opinion/world-telecom-day-role-of-tech-standards-and-the-need-for-interdisciplinary-approach/1580649/
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✔ 欧州 1-E1
新しい欧州規格EN 1143-1のおかげで、貴重品を安全に
保管

Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ 欧州 1-E2
e-Invoicing: 欧州委員会は12の加盟国に新規則への移行を
要求

欧州委員会 (EC)

✔ フランス 1-E3
グリーンファイナンス：州のラベル「Greenfin」が「Teec」の
ラベルに取って代わる

ACTU Environment

✔ 欧州 1-E4 持続可能な金融に関する技術専門家グループ（TEG） 欧州委員会 (EC)

✔ 欧州 1-E5 環境金融の未来をどのように形づくることができるか
European Environmental Citizens Organisation 

for Standardisation (ECOS)

✔ ドイツ 1-E6
BaFinのヘッドはFacebookのLibraに対応して、世界的な
銀行標準の必要性を主張

Cointelegraph

✔ 欧州 1-E7 2019年6月：EUの銀行業務改革が差し迫る JD Supra

✔ 米国 1-U1
AICPAは、ブロックチェーンベースの監査データに
適用されるであろう新しい標準を提案

Cointelegraph

✔ ✔ 中国 1-C1
なぜ中国のデータ規制が企業にとってコンプライアンスの
悪夢なのか

The Diplomat

✔ マレーシア 1-A1
Maybankがイスラム銀行における湾岸協力理事会（GCC）との
連携を要求

The Star Online

✔ シンガポール 1-A2
シンガポールと英国が、金融センターの協力強化の協定に署
名

The Business Times

✔ シンガポール 1-A3
シンガポールと英国の規制当局がサイバーセキュリティの関係
を強化

Singapore Business Review

✔ ベトナム 1-A4
バーゼルⅡ基準を適用することを海上商業合資株銀行（MSB）
に承認

Viet Nam News

Vietnam+

✔ マレーシア 1-A5 My Fintech Week 2019 myfintechweek.my

✔ マレーシア 1-A6

イスラム金融サービス委員会（IIFSB)が効果的なリスク
管理（モジュールII）エグゼクティブプログラム講演者の
ラインナップを発表

Islamic Financial Service Board (IFSB)

✔ シンガポール 1-A7 C-Integrity Singapore Series 2019 C-Integrity

✔ シンガポール 1-A8 Asia Sustainability Reporting Summit 2019 CSRWorks International

767

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(1/18)

テーマ別情報一覧



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.768

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(2/18)

テーマ別情報一覧

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

✔ 国際 1-O1
TCFD報告書は、気候関連の金融情報開示に関する進展を見
いだしているが、財務リスクを考慮するには更なる進展が必要

Mondo Visione

✔ 国際 1-O2
2019年ステータスレポート、気候関連タスクフォース
財務情報開示：ステータスレポート

TCFD

✔ 国際 1-O3
G20は暗号通貨に対し、厳しいと予想される新しいFATF
規制の適用を再確認

CoinDesk

✔ 国際 1-O4
FATFは、取引所、ファンド、金融機関に影響を与える
グローバル暗号通貨セクターに対する新規則を発表予定

Cointelegraph

✔ 国際 1-O5
大手銀行がIMOのGHG削減目標達成を支援するため、
出荷に関する新たな貸付基準を設定

S&P Global Platts

✔ 国際 1-O6 気候変動の影響を管理：適応のための最初の国際標準を発行
International Organization for Standardization 

(ISO)

✔ ✔ ✔ 国際 1-O7 第3回AI for Good Global Summitが「AIコモンズ」を創出 International Telecommunication Union (ITU)

✔ 欧州 2-E1
IVDおよびMD規制の標準化要求におけるMedTech Europe
の立場

Alliance of European medical technology 

industry associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E2
MDRラベルのシンボルに関するMedTech Europeのガイダン
スが公開

Alliance of European medical technology 

industry associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E3 患者問題の有害事象コードの公開
Alliance of European medical technology 

industry associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E4 欧州医療機器データベース（EUDAMED）
Alliance of European medical technology 

industry associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E5 EU MDR：COCIRは通知機関、猶予期間に関する勧告を提供
Regulatory Affairs Professionals Society 

(RAPS)

✔ 欧州 2-E6
EUは新医療技術規制への移行に向け、機器固有識別番号
（UDI）発行機関を任命

MedTech Dive

✔ 欧州 2-E7 EN 16868：2019で、アレルギーシーズンを安全に通過 Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ 欧州 2-E8 ドイツ、アイルランド、EUに機器規制への準備評価を催促 MedTech Dive
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✔ 欧州 2-E9 英国の通知機関はEU MDR/IVDRに申請せず
Regulatory Affairs Professionals Society 

(RAPS)

✔ 欧州 2-E10
ECは、新/改訂MDR / IVDR規格に関するフィードバックを募集
中

Regulatory Affairs Professionals Society 

(RAPS)

✔ 欧州 2-E11 Design for All 規格に関するANEC-EDFウェビナー
European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

✔ ドイツ 2-E12 AALはヨーロッパの高齢化社会に解決策を提供
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E13
エコデザインとエネルギーラベリング標準化の中心にある消費
者：CENとCENELECがEUSEW 2019中に会議を主催

Comité Européen de Normalisation (CEN)

Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E14
スマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに
関するワークショップ

欧州委員会(EC)

✔ 米国 2-U1
ASCOは癌医療を改善するために電子健康記録基準を
試験的に導入

pharmaphorum

✔ 米国 2-U2
ヘルスケア規則における相互運用性の提案は、
「絶対不可欠な第一歩」

Search Health IT

✔ 米国 2-U3
Somnoware Thought Leaderが Global Healthcare 

Interoperability Conferenceで講演
CISION

✔ ✔ ✔ 米国 2-U4 ANSIはNISTの人工知能標準に関する情報要求に回答 米国規格協会 (ANSI)

✔ 米国 2-U5
ASTM International は “Exo” Technologies Center of 

Excellenceの提案を募集
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ 米国 2-U6
自主的な規格が範囲をカバー：モデルベースエンタプライズか
らヘルスケアサプライヤーの信用確認まで

米国規格協会 (ANSI)

✔ 米国 2-U7 SPECTスキャナの性能パラメータの測定方法を標準化
National Electrical Manufacturers Association 

(NEMA)

✔ ✔ ✔ 米国 2-U8
Global City Teams Challenge Smart and Secure City Expo 
が7月10〜12日にワシントンDCで開催

米国標準技術局 (NIST)
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✔ ✔ 中国 2-C1
中国電子技術標準化研究院がダッソー・システムズとの戦略
的協力枠組み協定に署名

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 2-C2
ロボット用リチウム電池業界標準に関する初回の意見募集に
関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 2-C3
バイタルサイン認識装置テスト活動への参加ユニット参加に関
するお知らせ

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 2-C4
IDTが中国の医療シーケンス企業ChosenMedと戦略的
提携を締結

BioSpace

✔ ✔ 中国
2-C5 なぜ中国のデータ規制が企業にとってコンプライアンスの

悪夢なのか
The Diplomat

✔ ✔ ✔ 中国 2-C6 IoT技術と規格サミットフォーラムを共催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 2-C7
家電及び軽工業標準技術産業研究院がIEC / TC61の
第99回セッションに参加

家電及び軽工業標準技術産業研究院

(SAC/TC46)

✔ 中国 2-C8
中国電子技術標準化研究院はインテリジェントオーディオ
テクノロジーと市場の未来フォーラムに参加

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 2-C9
中国標準化協会電気電子支店「家庭用レンジフードの知的評
価のための技術仕様」グループ標準化準備会議が北京で開催

中国標準化協会 (CAS)

✔ ベトナム 2-A1 医療用X線装置の新しい規格 Vinacontrol Group

✔ 国際 2-O1
北海道大学がリードした国際プロジェクトにより新しいガイドラ
インがIEC規格として発行

北海道大学

✔ 国際 2-O2 ISQuaによって認定されたグローバルヘルスケア認定基準 PR Newswire

✔ 国際 2-O3 EU-ASEANビジネス協議会がより利用しやすい医療を推進 The Nation

✔ 国際 2-O4
IMDRF ‐第15回管理委員会会議
どのような影響力のある決定を下したか？

GMED North America 

✔ ✔ ✔ 国際
2-O5

第3回AI for Good Global Summitが「AIコモンズ」を創出 International Telecommunication Union (ITU)

再掲

再掲
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✔ ✔ 英国 3-E1 BSIは中国の標準化管理局との合意を拡大 英国規格協会 (BSI)

✔ ✔ 米国 3-U1
ULは、製造とサプライチェーンの安全性を加速するため、拡大
したHazardous Locationsラボを正式に開設

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ 米国 3-U2 自律移動ロボットがロボットの境界を押し広げる Robot Industry Association (RIA)

✔ ✔ 米国
3-U3

自主的な規格が範囲をカバー：
モデルベースエンタプライズからヘルスケアサプライヤーの信
用確認まで

米国規格協会 (ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国
3-U4

ANSIはNISTの人工知能標準に関する情報要求に回答 米国規格協会 (ANSI)

✔ ✔ 中国 3-C1
第5回ISO / IEC JTC1 / SC41総会およびワーキンググループ
を開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 3-C2 ULとFJSEIが特殊ロボット業界に新たなベンチマークを設定 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ 中国
3-C3 中国電子技術標準化研究院がダッソー・システムズとの戦略

的協力枠組み協定に署名
中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国
3-C4 ロボット用リチウム電池業界標準に関する初回の意見募集に

関するお知らせ
中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 3-C5 第4回北京・天津・河北技術貿易会議に参加 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 3-C6
全国ハイテク業界標準化パイロット実証プロジェクト受け入れ
会議が開催

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ ✔ 中国
3-C7

IoT技術と規格サミットフォーラムを共催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ベトナム 3-A1 DAIKINが、相互承認に関するさらなる協力を求める STAMEQ

✔ ベトナム 3-A2
品質保証訓練センターとIGI Koreaがスマートプロダクションに
関するMoUに署名

STAMEQ

✔ ✔ マレーシア 3-A3
スマートマニュファクチャリングにおけるマレーシアと中国の協
力に向けた新たな取り組み

マレーシア国際貿易産業省 (MITI)

✔ タイ 3-A4 TISIが、「SMART SME EXPO 2019」のイベントに参加 Thai Industrial Standards Institute (TISI)

✔ ✔ タイ 3-A5 Smart Energy Expo 2019がバンコクで開催 National News Bureau of Thailand

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲
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✔ ドイツ 4-E1 DINとSAEの最初の共通規格 ドイツ規格協会 (DIN)

✔ 英国 4-E2
1国でドローン？ UAV（無人航空機）部門における英国の
課題を克服する

diginomica/gobernment

✔ 欧州 4-E3
ラグジュアリークルーズ大手は欧州の全自動車の10倍
以上の大気汚染（SOx）を排出 - 研究

Transport & Environment(T&E)

✔ 欧州 4-E4 車両間WiFiは道路上の農機具事故を減らすことができるか？ AgriLand

✔ 欧州 4-E5 EASAはドローンの欧州共通ルールを発表 Commercial UAV News

✔ ✔ 英国 4-E6
英国がネットゼロエミッション法を可決する最初の主要経済国
に

Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ ドイツ 4-E7 AIによる包括的なモビリティソリューション ドイツ規格協会 (DIN)

✔ 米国 4-U1 運転者の安全性の向上：注意散漫モニタの標準化 Science X Network

✔ 米国 4-U2
ヘリポートの不正確なデータにより、House Appropriationsは

FAAに「国内データ標準」の整備を要求
Rotor & Wing International

✔ 米国 4-U3 オースティン運輸局が年間レポートを発行 AUSTIN MONITOR

✔ 米国 4-U4 ASTMインターナショナルのホバーボード標準案が投票へ
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 4-U5
自動車メーカーは、トランプに対し、排気規制は不安定性と低
利益を生み出すと言及

The New York Times

✔ ✔ 米国 4-U6
IMSAはEPA、SAE、Michelin、VP Racing Fuelsと共に
再度グリーンを目指す

RACE TECH

✔ 米国 4-U7 ULはBMWグループの外部試験機関として正式に承認 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 4-U8
ULがkVA、自立走行車の安全およびアドバイザリー事業を買
収

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 4-U9
アマゾンは今後無人機の配達のため規制当局の承認が
必要 同社は、試運転に対するFAAの支援止まり

ADWEEK

✔ 米国 4-U10
自動車両テストと検証における未解決事項に関するSAE 

EDGE Research Report を発行
Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U11 DINとSAE Internationalが自動車両の用語仕様を公開
Society of Automotive Engineers International 

(SAE)
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✔ ✔ 米国
4-U12

自律移動ロボットがロボットの境界を押し広げる Robot Industry Association (RIA)

✔ 米国 4-U13
SAE InternationalがLe Bourgetに新しいAI標準化委員会を設
立

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U14
電気自動車の充電の相互運用性は、モビリティにおける次の
大きな課題

Ars Technica

✔ 米国 4-U15
ULが住友電気工業株式会社に安全認証を発行し、

eモビリティの拡大に貢献
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 4-U16 サイバー犯罪に対するIoTデバイスのセキュリティ EET Asia

✔ 米国 4-U17
新しいASTMのレポートはドローン及び航空機自律のための技
術的な土台を提供

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 4-U18
カナダのグローバル自動車メーカーは、北米の単一排出
基準移行前に業界の影響評価を要求

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U19

Applied Information, Audi, Qualcomm, 及び NEMAは
高度交通システムにおけるプライバシーとセキュリティを
可能にする規格を支援

National Electrical Manufacturers Association 

(NEMA)

✔ 米国 4-U20
最新の規制と車載診断技術に関する情報を特集する

SAEInternational®シンポジウム
Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U21
SAEInternational®及びSAE ITCが2019年パリ航空ショーに
出展

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U22
自動車熱管理システムに関するSAE国際シンポジウムへの登
録を開始

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U23

フランスのボルドーで開催されるSAE Internationalの
包括的な航空技術イベント - 2019AeroTech®Europeで
航空宇宙の未来を探検

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U24
SAEのコースは、最新の航空サイバーセキュリティの基本事項
を紹介

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U25
2019年3DEXPERINCEフォーラムからの洞察：ISA-95を
使用したボーイングのデジタル変換のジャーニー

Automation.com
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✔ 米国 4-U26
航空宇宙用複合材料の専門家が今月ウィチタに集結、
修理技術の検証に注力

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U27 規格がFAA UASシンポジウム議題の中心に 米国規格協会 (ANSI)

✔ 米国 4-U28

SAE Internationalの次のMeetupイベントでは、
自律システムの検証について議論するために

Altran AutomotiveとMotus Venturesを招集

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ ✔ ✔ 米国
4-U29 Global City Teams Challenge Smart and Secure City Expo 

が7月10〜12日にワシントンDCで開催
米国標準技術局 (NIST)

✔ 中国 4-C1
ネットワーキングおよびアプリケーション標準化ワーキンググ
ループの初回ミーティングを天津にて開催

全国自動車標準化技術委員会 (SAC/TC114)

✔ 中国 4-C2
電気自動車規格の2019年最初のワーキンググループを重慶
で開催

全国自動車標準化技術委員会 (SAC/TC114)

✔ 中国 4-C3 2019年燃料電池電気自動車作業部会を開催 全国自動車標準化技術委員会 (SAC/TC114)

✔ 中国 4-C4 中国が自律走行車両のガイドラインを起草、一方で課題も残る technode

✔ 中国 4-C5
無人航空機（UAV）の製造規格ガイドラインの改正が広州にて
スタート

国家標準化委員会 (SAC)

✔ 中国 4-C6 光州グリーンカ―部品産業振興財団と戦略的協力協定に署名
中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ 中国 4-C7
天津大学と戦略的協力協定及びインテリジェントネットワーク技
術及び応用研究に関する共同実験に署名

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ ✔ 中国 4-C8

中国規格の「走出去」（海外投資戦略）の実践 - 中国自動車セ
ンターはタジキスタン及びモロッコの自動車規格および規制当
局との協力覚書に署名

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ 中国 4-C9
電気駆動システム電磁適合性試験とGB 14023
（意図的起動識別）の改訂会議を開催

中国自動車技術研究センター（CATARC）

✔ 中国 4-C10
中国の規格の「国外進出」を実践-タジキスタンおよび
モロッコの自動車規格および規制当局との協力覚書に署名

中国自動車技術研究センター（CATARC）

✔ ✔ 中国 4-C11
中国標準化研究院が第25回アフリカ地域標準化機構（ARSO）
会議参加のために職員を派遣

中国標準化研究院（CNIS）
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✔ 中国 4-C12

5Gオートモーティブ・アソシエーション（5GAA）がMWC 

Shanghai 2019において中国のC-V2X展開の進展を共有する
主要関係者を集める

PR Newswire

✔ 中国 4-C13 ネクスティとCATARC、中国で合弁会社設立 EE Times Japan

✔ 中国 4-C14 中国車メーカー 淘汰の波 来月から排ガス規制強化 日本経済新聞

✔ 中国 4-C15 第3回中国 - ASEAN自動車規格規制協力対話を開催 全国自動車標準化技術委員会 (SAC/TC114)

✔ 中国 4-C16
自動標準化技術委員会（NTCAS）が2019年の事務総長作業
部会を開催

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ ✔ ✔ 中国 4-C17
メタノール燃料自動車規格に関するワーキンググループが規
格に係るシンポジウムを杭州にて開催

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ 中国 4-C18

NTCASのインテリジェントコネクテッドカー小委員会は、インテ
リジェントコネクテッドカーのためイノベーションアライアンスと中
国での標準化における知見を交換

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ 中国 4-C19
自動車業界の標準化及び規格に関する最初の研修会2019を
杭州で開催

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ ✔ 中国 4-C20
EV全車両規格に関するワーキンググループは、2019年の重
慶での最初の会議を開催

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ ✔ 中国 4-C21
燃料電池電気自動車に関するワーキンググループが佛山で

2019年最初の会議を開催
中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ 中国 4-C22 江蘇省常州で開催されたEVシリーズ規格推進会議
中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ 中国 4-C23 電気自動車安全基準技術研修会を開催 全国自動車標準化技術委員会 (SAC/TC114)

✔ ✔ マレーシア
4-A1 スマートマニュファクチャリングにおけるマレーシアと中国の協

力に向けた新たな取り組み
マレーシア国際貿易産業省 (MITI)

✔ シンガポール 4-A2
2019年7月1日より施行される未登録のEスクーターに対する
違反と非UL 2272認証PMDの販売について

Land Transport Authority, Singapore

✔ シンガポール 4-A3 シンガポールが自動運転車のレースで重要な役割を果たす The Mainichi （毎日新聞）

✔ インドネシア 4-A4 ジャカルタの電気バスが規制のハードルに直面 The Jakarta Post
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✔ 国際 4-O1 航空安全機関は飛行タクシーのためのルール策定を急ぐ Financial Times

✔ ✔ 国際 4-O2 G20は海洋プラスチック廃棄物に取り組むことに同意 Reuters

✔ ✔ 国際 4-O3
日米欧、水素・燃料電池分野で協力強化 技術協力や標準化
などで連携

環境ビジネスオンライン
経済産業省

Maritime Executive

✔ 国際 4-O4 IMOのMSCは自律型船とe-ナビゲーション規格を推進 Smart Maritime Network (SMN)

✔ 国際 4-O5 Global Electric Vehicle Outlook 2019 Energy Management Working Group (EMWG)

✔ 国際 4-O6
将来の顧客体験を促進するためのデータ、デジタル変革：

IATA
Business Standard

✔ ✔ ✔ 国際
4-O7

第3回AI for Good Global Summitが「AIコモンズ」を創出 International Telecommunication Union (ITU)

✔ 欧州 5-E1 EUは原材料に対するサステイナブルラベルを作成中 EURACTIV

✔ 欧州 5-E2
STAR4BBIプロジェクトはバイオ製品の公正を実現するため、
必要な手段を発見

British Plastics and Rubber

✔ 欧州 5-E3
新しいレポート：循環経済におけるプラスチックへのエコデザイ
ン適用

European Environmental Citizens Organisation 

for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E4
特集：EUは、有害な持続性物質に関する世界基準を下げてる
か？

Chemical Watch

✔ 欧州 5-E5
Plastics Recyclers Europe はプラスチックの分別のためのガ
イダンスを発表

EPPM

✔ 欧州 5-E6
製鋼業界の認証基準であるResponsibleSteel™は、年末まで
に市場ローンチを予定

GlobeNewswire

✔ ドイツ 5-E7 バイオエコノミーにおけるチャンスとしての木材 ドイツ規格協会(DIN)

✔ 欧州 5-E8
農業灌漑のための水の再利用：委員会は一般的なアプローチ
に合意

欧州連合理事会

✔ 欧州 5-E9 循環経済は欧州の化学業界の未来の鍵 Chemical Watch

✔ ✔ 英国
5-E10

BSIは中国の標準化管理局との合意を拡大 英国規格協会 (BSI)

✔ フィンランド 5-E11 循環経済のISO標準化が始まった SFS
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✔ ✔ ✔ 欧州
5-E12 エコデザインとエネルギーラベリング標準化の中心にある消費

者：CENとCENELECがEUSEW 2019中に会議を主催

Comité Européen de Normalisation (CEN)

Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC)

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E13 スマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに関す

るワークショップ
欧州委員会(EC)

✔
欧州 5-E14

ECOSカンファレンス：循環経済の中でのプラスチック：再考、
削減、再設計！

European Environmental Citizens Organisation 

for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E15 Digital 4 Circularity：Orgalim＠Digital Assembly 2019 Europe’s Technology Industries (Orgalim )

✔ 米国 5-U1 6月5日世界環境デー 米国規格協会 (ANSI)

✔ 米国 5-U2
新しい試験方法は不純物の低減、プラスチックの品質向上を
志向

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 5-U3
Googleの循環型経済計画はサプライチェーンから特定の有害
物質を除去

Chemical Watch

✔ 中国 5-C1

「第13次5カ年計画」主要研究開発プログラムNQI特別プロジェ
クト「主要環境保護施設の高品質かつ効率的な運転を支援す
るための重要技術基準の研究と応用」「重要な環境保護機器
の評価とシステム廃棄物処理の効果に関する技術基準の検
討」を開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
5-C2 中国標準化研究院が第25回アフリカ地域標準化機構（ARSO）

会議参加のために職員を派遣
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C3 メタノール燃料自動車規格に関するワーキンググループが規

格に係るシンポジウムを杭州にて開催
中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ 中国 5-C4
安徽省安慶市で第11回中国再生可能石油産業会議が
開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ インドネシア 5-A1
インドネシアは古紙輸入の制限を緩和するためにISRIスペック
を使用

Recycling Product News

Recycling Today

✔ タイ/ASEAN 5-A2

大量プラごみが圧倒
バンコク回収作業停滞
減量化ASEANでも協議

毎日新聞
日経新聞
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✔
マレーシア/

ASEAN
5-A3

EUとASEAN、ASEAN地域におけるプラスチックの循環型経
済へのコミットメント

Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN)

Thailand Business News

✔ ベトナム 5-A4 中古機械輸入業者向けに作成されたより柔軟なメカニズム Vietnam Law and Legal Forum Magazine

✔ タイ 5-A5 SGS TH CSR DAY 2019 SGS Thailand

✔ ✔ 国際
5-O1

G20は海洋プラスチック廃棄物に取り組むことに同意 Reuters

✔ 国際 5-O2
ビューローベリタスは、Circular+をするための新しいアプロー
チ、企業の持続可能性

Bureau Veritas

✔ 国際 5-O3 循環経済の点を繋ぐ：新しいISO技術委員会を形成 ISO

✔ 国際 5-O4
日本とインドネシア、海洋プラスチックごみ問題で協力、共同声
明

毎日新聞

✔ 国際 5-O5 自由貿易原則明記…海洋プラごみ「50年ゼロ」
読売新聞
日経新聞

✔ フランス 6-E1 フランスは新法律で2050年のカーボンニュートラル目標を設定 Reuters

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E2 エコデザインとエネルギーラベリング標準化の中心にある消費

者：CENとCENELECがEUSEW 2019中に会議を主催

Comité Européen de Normalisation (CEN)

Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E3 スマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに

関するワークショップ
欧州委員会(EC)

✔ ✔ 英国
6-E4 英国がネットゼロエミッション法を可決する最初の

主要経済国に
Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ 米国 6-U1 災害ゾーンソーラーパネルの免除は住宅所有者を傷つける NRDC

✔ 米国 6-U2
太陽電池モジュールに関する新しい世界規模の
持続可能性基準

PV magazine

✔ 米国 6-U3
アメリカ石油協会による新たなANSI規格は職場に影響を
与える

NB Herald 

✔ 米国 6-U4 AMCAはANSI/AMCA規格205の改訂について宣言 THOMAS
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✔ 米国 6-U5 ASMEの5つの戦略技術：クリーンエネルギー
American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)

✔ 米国 6-U6
Green Building Initiative は、改訂されたアメリカ規格として

Green Globes 2019のリリースを発表
Yahoo! Finance

✔ 米国 6-U7
トランプ政権は石炭への後押しでオバマ時代の発電所規則を
取り替え

Reuter

✔ ✔ 米国
6-U8 ULは、製造とサプライチェーンの安全性を加速するため、拡大

したHazardous Locationsラボを正式に開設
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 6-U9
UL、インドで初のモバイルソーラー太陽光発電ユニットテストラ
ボを開設

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ 米国
6-U10

ANSIはNISTの人工知能標準に関する情報要求に回答 米国規格協会 (ANSI)

✔ 米国 6-U11
再生可能エネルギー産業はオハイオ州知事にHouse Bill 6に
反対するよう要請

Windpower Engineering & Development

✔ 米国 6-U12
東北村田製作所が蓄電システム内のバッテリーセルの火災安
全性を向上

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 6-U13
上院は2035年までに50％の国家再生可能エネルギー基準、

2050年までにゼロカーボンを目標
Utility Dive

✔ 米国 6-U14
データセンターとグリーンビルに関するクリーンエネルギーの米
国 - インドSCCPワークショップ

米国規格協会 (ANSI)

✔ ✔ 米国
6-U15 IMSAはEPA、SAE、Michelin、VP Racing Fuelsと共に再度グ

リーンを目指す
RACE TECH

✔ 米国 6-U16
米国 - インドSCCP IIワークショップ：スマートで安全で持続可
能な建築物および都市のための技術

米国規格協会 (ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国
6-U17 Global City Teams Challenge Smart and Secure City Expo 

が7月10〜12日にワシントンDCで開催
米国標準技術局 (NIST)

✔ 中国 6-C1
エネルギー性能測定と検証ガイドラインに関する国家標準シン
ポジウムを開催

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ 中国 6-C2
中国初の下水処理機器の環境保護装置におけるエネルギー
効率規格を発表

中国標準化研究院 (CNIS)
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✔ 中国 6-C3
室内用エアコンのエネルギー効率限界値とエネルギー効率規
格の改定案がレビューを通過

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ ✔ 中国
6-C4 ロボット用リチウム電池業界標準に関する初回の意見募集に

関するお知らせ
中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 6-C5
世銀が中国のバッテリー貯蔵による再生エネルギー開発を支
援

World Bank

✔ 中国 6-C6
「工業用ボイラーの省エネルギー測定および検証技術要件」等、

2つの国家規格承認会議を北京で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C7 LED照明製品のエネルギー効率国家規格の発表会を開催 中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C8
GB 24500「産業用ボイラーのエネルギー効率限界値とエネル
ギー効率規格」の改訂国内規格のレビューが完了

中国標準化研究院（CNIS）
捜狐

✔ 中国 6-C9
GB / T24915「契約エネルギー管理技術一般原則」の改訂国
内規格のレビューが完了

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C10
GB / T 2589「包括的なエネルギー消費の計算に関する一般
規則」の改訂国内規格のレビューが完了

国培标准化培训网

✔ 中国 6-C11
国家技術標準化イノベーションベース（スマートグリッド）の構築
促進に関する国家標準化委員会の通知

国家標準化委員会（SAC）

✔ ✔ 中国
6-C12 第5回ISO / IEC JTC1 / SC41総会およびワーキング

グループを開催
中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ 中国
6-C13

中国規格の「走出去」（海外投資戦略）の実践 - 中国自動車セ
ンターはタジキスタン及びモロッコの自動車規格および規制当
局との協力覚書に署名

中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ ✔ ✔ 中国
6-C14

IoT技術と規格サミットフォーラムを共催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国
6-C15 メタノール燃料自動車規格に関するワーキンググループが規

格に係るシンポジウムを杭州にて開催
中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ ✔ 中国
6-C16 EV全車両規格に関するワーキンググループは、2019年の重

慶での最初の会議を開催
中国自動車技術研究センター

(CATARC)

✔ ✔ 中国
6-C17 燃料電池電気自動車に関するワーキンググループが佛山で

2019年最初の会議を開催
中国自動車技術研究センター

(CATARC)
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✔ ベトナム 6-A1
ベトナムと韓国が電力システム管理の技術基準に関する覚書
に調印

Vietnam Energy Online

✔ ✔ ベトナム
6-A2

DAIKINが、相互承認に関するさらなる協力を求める STAMEQ

✔ ✔ タイ
6-A3

Smart Energy Expo 2019がバンコクで開催 National News Bureau of Thailand

✔ タイ 6-A4 The Future Energy Show Thailand 2019を開催 Terrapinn Holdings

✔ 国際 6-O1 災害からの回復 IEC

✔ 国際 6-O2 CO2再利用協力で合意 日サウジ 日本経済新聞

✔ 国際 6-O3 製鉄所の評価に国際新基準 省エネ性能アピール 日本経済新聞

✔ ✔ 国際
6-O4 日米欧、水素・燃料電池分野で協力強化 技術協力や標準化

などで連携

環境ビジネスオンライン
経済産業省

Maritime Executive

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 7-E1 VDEはドイツ連邦議会のEnquete Commission「AI」に助言 Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E2
EUとメキシコ、デジタルとコネクティビティに関する協力を
強化

欧州委員会 (EC)

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E3
ETSIは、IOTの相互運用性を実現する、エネルギー効率に優
れたIPビデオ監視の仕様を発表

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E4 標準化団体がSEPガイダンスを発表 IPPro

✔ ✔ ✔ ✔ 英国 7-E5
2050年までのゼロカーボンUK：建物にとってそれが意味する
もの

Global Construction Review

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E6

インド - EU間ICT標準化協力プロジェクトはIIIT-Hyderabadの
スマートシティ向けIoTに関するCenter of Excellence（CoE）を
サポート

Business Standard

THE WEEK

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E7
移転の審議中：プライバシーシールドと標準契約条項が欧州裁
判所に先行

Hogan Lovells
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✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E8
ETSIがスマートシティ、インダストリー4.0、スマートアグリカル
チャーの3つの新しいオントロジー技術仕様書をリリース

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E9 欧州規格は、EUの戦略的アジェンダ2019-2024に貢献
Comité Européen de Normalisation (CEN)

Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 7-E10 標準必須特許に関するガイド ドイツ規格協会（DIN)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E11 ANECはAUWP2020についてコメント
European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization 

(ANEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E12
EUがサイバーセキュリティに取り組み、ENISAが恒久的な権
限を取得

GovInfoSecurity

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E13

EU-ASEANビジネス協議会は、ASEANにおけるデジタルエコ
ノミーに関する第2のポジションペーパーを発表：デジタルエコノ
ミーの最大の利益を確実に達成するための包括的な地域アプ
ローチを要求

Business Insider

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E14 ETSIがセキュリティウィークを主催し成功
European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 7-E15 中小企業のためのAI技術 ドイツ規格協会 (DIN)

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E16
インドとEUはブリュッセルにてEコマースポリシー草案、
データ保護について議論

Business Standard

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U1
NISTはFBIの新しい規格としてONVIFビデオエクスポート仕様
を推奨

Facility Executive

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U2 ISO、IEC、及びITUが5月の取り組みリストを発表 米国規格協会 (ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U3
ShopinがIEEEに参加し、統一分散型アイデンティティテクノロ
ジーワーキンググループを設立

Yahoo! Finance

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U4
USNCの最新ニュースレターは、人工知能と自動システムに注
目

米国規格協会 (ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U5

NISTは「Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities by 

Adopting a Secure Software Development Framework 

(SSDF)」のドラフトへのコメントを要求
米国規格協会 (ANSI)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U6
NISTは、サイバー攻撃から機密情報を守るためのSP 800-

171を更新
米国標準技術局 (NIST)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U7
INCITS Technical Committee on Internet of Things and 

Related Technologiesは、内容領域専門家を募集中
InterNational Committee for Information 

Technology Standards (INCITS) 

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U8 ホワイトハウスは、AIの研究開発計画を更新 Broadcasting & Cable (B&C)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U9
IoTのサイバーセキュリティとプライバシーのリスクを管理
するための考慮事項：NISTIR 8228

米国標準技術局 (NIST)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U10
Moody’sとTeam8は、グローバルなサイバーリスク基準を策定
するための合弁会社を設立

VentureBeat

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U11

6月14日までに登録：ANSI CompanyメンバーのSpring 

Forumデジタル変革、中国の標準化改革などを強調するセッ
ション

米国規格協会 (ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C1
Tian ShihongがISO理事会会議に出席後、中英標準化協力委
員会のメカニズム会議に出席

国家標準化委員会 (SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C2 BSIは中国標準化管理局との合意を拡大
Business Quarter
国家標準化委員会 (SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C3
NQIの研究チームは研究結果の交換と綿密な研究を実施する
ため、オーストリアとスウェーデンを訪問

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C4 人工知能チップ検査技術に関するセミナーを開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C5
中国電子技術標準化研究院はMEMS技術と標準に関する国
際フォーラムを主催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C6
国家標準「情報技術人工知能用語集」セミナーを北京で
開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 7-A1
シンガポール - IMDAはCE RED規格に基づく短距離
デバイス（SRD）の技術仕様の新バージョンを公開

360Compliance

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ タイ 7-A2 民間部門がASEANに規制の標準化を要求 Thailand Business News

✔ ✔ ✔ ✔ タイ 7-A3 タイは個人情報保護法を採用 Covington

✔ ✔ ✔ ✔ タイ 7-A4 NBTCがIoTのために2つのドラフトを準備中
Bangkok Post

GIP Digital Watch
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✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 7-A5
シンガポールのデジタルエコノミーが前進：

5Gイノベーション、スマートエステート、そして革新的な法律
情報通信メディア開発庁（IMDA）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 7-A6
最初の包括的な信頼できるデータ共有フレームワークが
利用可能に

個人情報保護委員会（PDPC）

✔ ✔ ✔ ✔ ベトナム 7-A7 首相が第4次産業革命における法制度の改善を求める
ベトナム情報通信省
（Ministry of Information and Communications）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 7-A8
ASIA PACIFIC ACCREDITATION COOPERATION 

(APAC) ANNUAL MEETINGS 2019
APAC

✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 7-A9
第2回Interpol-国内法執行機関、民間部門及び学会のための
人口知能に関するUNICRI世界会議

United Nations Interregional Crime and Justice 

Research Institute (UNICRI)

✔ ✔ ✔ ✔ ベトナム 7-A10

Secutech Vietnam 2019、セキュリティ、管理効率、省エネル
ギーに焦点を当てた新しいスマートファクトリーカンファレンスを
開催

Sourcesecurity.com

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ASEAN 7-A11
スタンダードグループの第42回会合を開く

- ACCSQ WG 1
Vietnam Quality

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O1 世界環境デーにおけるISO規格
International Organization for Standardization 

(ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O2
IoTの国際標準づくり
国内ロボット業界団体

日本経済新聞

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O3
世界的なインターネット団体がNasscomとIoTの世界的な研究
で協働

Business Standard

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O4

COPANTメンバーがISO / CASCOプレナリーに参加

ISO / CASCOに関するCOPANTワークショップをナイロビで開
催

The Pan American Standards Commission 

(COPANT)

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O5
ITUテレコムワールド2019では「共に革新：接続性が重要」を検
討

International Telecommunication Union (ITU)
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

6月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 共通

テーマ別情報詳細

786



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.787

シンガポール及び英国によるファイナンス分野における標準化活動動向 （参照番号：1-A2, 3）

シンガポールは英国とファイナンス分野におけるコネクティビティ及び相互の発展を
深化させるため、3つのMoU等を締結

出所：シンガポール政府・UK政府HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

シンガポール金融管理局（MAS）とロンドン市間で、グリーンファイナンス含め金融の重要分野に係る覚書※1を締結（6月13日）
データフロー容易化、国家間顧客確認（KYC）プロセス促進、金融セクターの能力開発、グリーンファイナンス促進を中心に協力
【MoU締結の主体者】
 MAS：Mr. Tharman Shanmugaratnam (Senior Minister & Coordinating Minister for Social Policies, Chairman of MAS)

 ロンドン市：Mr. Peter Estlin (the Lord Mayor of the City of London)

MoU

締結概要

MASとロンドン市間で、グリーンで持続可能な資金調達の原則促進のため、パートナシップ協定※2を締結（6月13日）
グリーンで持続可能な資金調達の原則推進のための規格の調和、環境・気候リスクの開示強化等の分野で協力

【パートナーシップ締結の主体者】
 MAS：Mr. Benny Chey (MAS Assistant Managing Director (Development and International))

 ロンドン市：Sir Roger Gifford (Chair of the Green Finance Initiative)

シンガポール銀行金融協会（IBF）と英国チャータード・ボディ・アライアンス（CBA）間で、銀行・資本市場・保険の専門家向け
のスキル開発における協力深化のための意志宣言※3に署名（6月13日）
トレーニングプログラムの開発・実施におけるベストプラクティスと革新の共有、専門家の基準認証の相互承認等を促進
【意志宣言締結の主体者】
 IBF：Mr. Ng Nam Sin (Chief Executive Officer of IBF)

 CBA：Ms. Sian Fisher (Chief Executive Officer, Chartered Insurance Institute), Mr. Simon Culhane (Chief Executive,

Chartered Institute for Securities and Investment), Mr. Simon Thompson (Chief Executive, Chartered Banker Institute)

1

2

3

グリーンファイナンス分野における世界的リーダーを
目指し、多様なイニシアティブを展開（以下、実施例）

 英国政府とロンドン市によりGreen Finance Initiativeを発足
（2016年）、そのためのTask Forceを形成（2017年）

 ロンドン市元市長（Roger Gifford）の主導の下、報告書「グリーン
ファイナンスを加速」を発行、10の提言を発出（2018年）

 BSIがサステナブルファイナンス関連のPAS策定（2件）を
推進し、当イニシアティブにロンドン市も出資

 ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）がグリーンボンド
基準調和のための新興国への技術支援（UK PACT）を展開

ASEAN／アジアにおけるグリーンファイナンスのハブ
となることを目指し、イニシアティブを展開

 金融管理局（MAS）は外部審査に基づき発行費用を
カバーするグリーンボンド助成金制度を開始（2017年）

 国内金融分野専門家・シンクタンク、UNと連携し、報告書
「Collaborative Initiative for Green Finance in

Singapore」を発行（2017年）

 政府は、金融セクター・関連業界と協力し、国際基準とも整合し
たグリーンボンド助成金制度と同等の基準を設定、グリーン関
連国家プロジェクトの提供を図ること等に言及

英国（ロンドン市） シンガポール

双方イニシアティブ
の調和・協力を
図る必要性

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-A2, 3

※1 Memorandum of Understanding (MoU) ※2 Partnership Agreement ※3 Declaration of Intentの略

3つの協力内容について合意
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国際的に活動する銀行に対する国際統一基準として、「バーゼル合意」を策定・改訂
 バーゼル銀行監督委員会（27の国・地域の銀行監督当局および中央銀行により構成）が国際的に活動する銀行の自己資本
比率や流動性比率等に関し国際統一基準を規定
 バーゼルⅠ（1988年）：国際業務に携わる銀行間の競争上の不平軽減を目的に、銀行の自己資本比率の測定方法や、達成すべき最低水準を規定

 バーゼルⅡ（2004年）：バーゼルⅠからさらに銀行が抱えるリスク計測（自己資本比率を算出する際の分母）を精緻化

 バーゼルⅢ（2017年）：金融危機再発防止のため、自己資本比率規制が厳格化された他、レバレッジ比率規制等を導入

金融政策に基づくバーゼルⅡ全面適用（2020年）に向け、主要10銀行を対象にパイロットを実施（2014年～）

（背景）

国際基準
の策定

788

ASEAN（ベトナム）におけるファイナンス分野に関するルール策定・政策動向 （参照番号：1-A4）

SBV（State Bank of Vietnam）は、MSB（Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank）に対し
バーゼルII基準の適用を承認するなど、国内金融機関の国際基準への準拠を推進

ベトナム
国内に
おける
基準適用

出所：各種公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-A4

バーゼルII

適用に向け
た取り組み

 SVBが、10の商業銀行をバーゼルIIのパイロットとして選定（2014年）
 Vietcombank, Vietinbank， BIDV, MB, Sacombank, Techcombank, ACB. VPBank, VIB, Maritime Bankを選定
（※すでに8行は承認獲得済み）

 SVBがCircular No.41/2016/TT-NHNN を発行し、国内銀行の資本比率を厳格化（2016年）
国内銀行セクター開発戦略に基づき、2020年迄にバーゼルIIに定める資本比率（8％）を満たすよう規制を厳格化、
2025年迄に全銀行にバーゼルIIを適用すべく、国内銀行システムを整備すべき旨規定
 （参考）現在10のパイロット選定銀行へのバーゼルII承認が進んでおり、2019年末までにパイロット対象以外の銀行含む
約10行においてバーゼルIIの資本比率基準が満たされる見込み（アナリスト予測）

（参考）
MSBへの
適用承認

 SNVよりバーゼルII基準適用の承認獲得（2019年6月）
（※以下、承認に向けたMSBの直近の取り組み抜粋）

 大規模データベースからの高度な分析に基づくリスク管理モデルを開発することで、銀行が積極的な決定を下し、顧客問題に
対する迅速な対応を支援

 クレジットカード製品の潜在的顧客を特定し評価するために、人工知能を使用したビッグデータ分析に基づくリスクガバナンス
モデルを採用（2018年末～）

バーゼルⅡの国内適用を検討・実施

「テーマ別情報詳細」にて詳述
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国際海事機関（IMO）加盟国が初の温室効果ガス（GHG）戦略を採択（2018年4月）
 当戦略では国際海運業界が年間総GHG排出量を2050 年までに2008年比で半減させることを規定

海運業界へのファイナンスに関する気候変動原則「ポセイドン原則」を発足させ、IMO戦略上の目標との整合
性の確認等を実施（予定）

背景

789

国際社会におけるファイナンス分野に関する標準化動向 （参照番号：1-O5）

11の主要海運銀行は、海上輸送における脱炭素化を奨励するため「ポセイドン原則」に
署名

ポセイドン
原則発足

出所：各種公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-O5

創設署名行

 Citi、Societe Generale、DNB、ABN Amro、Amsterdam Trade Bank、Credit Agricole CIB、Danish Ship Finance、
Danske Bank、DVB、ING、Nordea（計11行）
 （参考）上記銀行で海運業界融資は合計約1000億ドル（世界の船舶融資の約20%）

支援者
 A.P. モラー・マースク、カーギル、Euronav、ロイド・レジスター、Watson Farley & Williams法律事務所、 Global 

Maritime Forum、Rocky Mountain Institute、UCL Energy Institute等

実施内容

 ファイナンス先の海運会社がIMO目標に即しているかを定量的に評価
 責任銀行原則（PRB）、Energy Transitions Commission、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）等の他の
イニシアチブも支援

 融資銀行、保証会社、輸出信用機関等からの署名を受け付け（アジアの銀行を含む他社も署名の見通し）

原則概要

 「船舶向け融資（Ship finance）ポートフォリオを社会的ゴールに適合させる」ことを目的に、4項目の原則を規定

原則1【環境影響評価（Assessment）】：
船舶一隻ごとの年間効率化比率（Annual Efficiency Ratio：AER）をカーボン排出評価の基準として設定

原則2【説明責任（Accountability）】：
船舶の燃費消費データについてはIMOが集計したデータ（IMO IDS）を共通のものとして活用

原則3【実行（Enforcement）】：
融資条件に船主や荷主等の顧客がCO2排出量等の情報を開示することを定めた財務条項（コビナンツ）の設定を要求

原則4【透明性（Transparency）】：
署名金融機関は毎年、原則に基づく船舶融資ポートフォリオからのCO2排出量等の情報開示することを規定



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

6月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 共通

テーマ別情報詳細

790



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向

2020年5月より既存のEU医療機器指令（MDD）がEU医療機器規則（MDR）に移行。
医療機器のスコープ・分類、それに基づく適合性評価プロセスが更新されている

791

Regulations
（規制）

ヘルスケア 5月次レポート再掲

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当該規則（Regulation）に対応する整合規格（Harmonized Standard）の動向は、引き続きM/403（e-Healthに係る

マンデート）やCEN（CEN/TC 251 ‘Health informatics）における規格策定動向、MDCGの活動等をウォッチする必要あり

 第2章（第5条～24条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章）等が定められ、各クラス分類に基づく適合性評価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、M/403（Standardization mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI in the field of 

Information and Communication Technologies, applied to the domain of eHealth）等により関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・
整合規格の調整等がなされる予定

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、認証機関・当局
による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 医療機器指令（MDD： 93/42/EEC）、能動埋め込み医療機器指令（AIMDD：90/385/EEC）に代わる法令として発行（移行期間：3年、適用：2020年5月）

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR), 

amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing 

Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

ス
コ
ー
プ

 幅広い医療機器（器具、機械、用具、インプラント、試薬、ソフトウェア、材料又はその他品目）を対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、適用に必要なソフトウェアを含む製造者が人体への使用を意図した製品が対象
 疾病の診断、予防、監視、治療、緩和のほか、予測、予後診断、病的状態の検査・代替・改善、インビトロ検査からの情報提供、医療機器の洗浄・
消毒・滅菌機器等を含む※1

今月のピックアップ

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向 （参照番号：2-E4, 6）

ECは、医療機器規則（MDR）・体外診断用医療機器規則（IVDR）実行に向け、UDI発行
を行う4機関の任命やEUDAMED公開に向けたガイドラインの整備を進めている

792

ヘルスケア 参照番号：2-E4, 6

出所：EC関連HP、EUR-Lex、JETRO Report等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ

MDR施行に向けた市場監視/規制のための施策（抜粋） 左記施策のための直近の動向（2019年6月時点）

 医療機器の市販後の医療機関を含む市場でのトレーサビリティ、
トラッキング強化のため、機器毎のUDI番号及びバーコード等
貼付をMDR要件として追加
 UDIは、EUDAMED（下記参照）に登録される必要あり

 正式なUDIコード発行機関は欧州委員会（EC）が指定予定
 （参考）第123条（3）（i）に基づき2019年5月26日からGS1コード、
医療産業ビジネス協議会（HIBCC）、血液関連製品自動化・共有化
国際委員会（ICCBBA）のいずれかの機関より発行されたコードが
使用可能

 事業者、機器、認証、臨床試験、市販後監視情報、UDI等の
様々な登録及び情報の検索ができる統一データベースを整備
 MDD時のデータベースは規制当局内での取り扱いで非公開だった
が、MDRより一般公開の予定 （2020年5月26日～稼働予定）

 EUDAMED機能までは、UDI（上記参照）の登録に係る要求事項は
適用されない可能際が高いが、今後の動向把握が必要

 欧州委員会が4つの団体を発行機関及びUDI実装サポート機関
として指定（2019年6月）
 GS1、HIBCC、ICCBBAをMDRにおける

UDI割当てのシステム運用機関として指定
 IFA（Informationsstelle für 

Arzneispezialitäten）を、欧州の発行
主体として選定

 EUDAMED実装に向けた仕様やデータ交換に係るガイドライン
の整備を進行
 【機能仕様】 「European functional specifications (v4.1)」を公開
（2019年2月7日）（※複数課題につき議論中。変更の可能性有）

 【UDI及び機器データ】 EUDAMEDへの登録に関する「MDR UDI

and device data sets」、「IVDR UDI and device data sets」、
「EUDAMED UDI device data dictionary」を発行（2019年5月3日）

 【Machine-to-Machine (M2M)データ交換】 「M2M data exchange 

services and entry models introduction (v1)」及び「M2M data 

exchange services definition (v1)」を発行（2019年5月29日）

医療機器の市販後の透明性、国際的な規制の観点から、MDRにおいて新た
に要求事項として導入

左記の新たな要求事項の実現のため、UDI発行及びEUDAMED実装に向け
た準備が進展

参考： UDI発行に向けた、GS1に
よるGlobal Model Number-GMN

等の新たなコードキー検討（上）

固有機器識別子（Unique Device Identification: UDI）の整備・発行 UDI発行機関を選定

欧州医療機器データベース（EUDAMED）の整備 EUDAMEDの機能仕様・データ要件（案）等を公開
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EUにおけるヘルスケア関連規制及び関連規格の策定動向 （参照番号：2-E10）

ECは、医療機器規則（MDR）・体外診断用医療機器規則（IVDR）に関連する規格の
改訂及び新規作成を要求する通知（Notification）を発行（2019年6月）

793

ヘルスケア 参照番号：2-E10

出所：EC関連HP、EUR-Lext等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

A Notification under Article 12 of Regulation (EU) No 1025/2012
Draft standardisation request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardization as 

regards medical devices in support of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council and in vitro diagnostic medical devices 

in support of Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council （2019年6月26日発行）

構成及び要旨
前文（略）
第1条：要求された標準化活動
• CEN及びCENELECは、本通知の付属書I及びIIの表1に規定される既存規格の改訂及び表2に
規定される新規規格を策定するよう要請される

第2条：ワークプログラム
• CEN及びCENELECは、付属書I及びII中の全規格について、担当となる技術委員会及び予定表
を含む共同ワークプログラム案を本通知正式発行の6週間後までに作成・提出する

第3条：報告（略）
第4条：標準の策定（略）
第5条：最新の内容（略）
第6条標準化要求の妥当性（略）
第7条：既存の標準化マンデート（略）
第8条：宛先（略）

付属書I 規則（EU）2017/745（【MDR】）を支持するため、改訂されるべき既存規格及び起草
されるべき新規規格のリスト
• 改訂を必要とする57の既存規格及び起草すべき6の新規規格に言及
付属書II 規則（EU）2017/746（【IVDR】）を支持するため、改訂されるべき既存規格及び起草
されるべき新規規格のリスト
• 改訂を必要とする39の既存規格及び起草すべき4の新規規格に言及
付属書III 第1条に言及される規格に対する要求事項
• 設定された期限内に規格に係る作業を完了するため、CEN及びCENELECが従うべき一般的
及び具体的要件を説明

※上記標準化要求（ドラフト）について、フィードバックの期限を7月25日に設定

次頁以降詳述

次頁以降詳述
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（1/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

番号 規格参照番号 規格名

1 EN 556-

1:2001+AC:2006

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for 

terminally sterilized medical devices

2 EN 556-2:2015 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for 

aseptically processed medical devices

3 EN ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

4 EN ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity

5 EN ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood

6 EN ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

7 EN ISO 10993-6:2016 Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation

8 EN ISO 10993-

7:2008+AC:2009

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals

9 EN ISO 10993-9:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products

10 EN ISO 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization

11 EN ISO 10993-11:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity

12 EN ISO 10993-12:2012 Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials

13 EN ISO 10993-13:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical 

devices

14 EN ISO 10993-14:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics

15 EN ISO 10993-15:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys

16 EN ISO 10993-16:2017 Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables

17 EN ISO 10993-17:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

18 EN ISO 10993-18:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials

19 EN ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

20 EN ISO 11137-1:2015 Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

21 EN ISO 11137-2:2015 Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose

22 EN ISO 11607-1:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging 

systems

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

参照番号：2-E10
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（2/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

番号 規格参照番号 規格名

23 EN ISO 11607-2:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

24 EN ISO 11737-1:2018 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

25 EN ISO 11737-2:2009 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and 

maintenance of a sterilization process

26 EN ISO 13408-1:2015 Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements

27 EN ISO 13408-2:2018 Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration

28 EN ISO 13408-3:2011 Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization

29 EN ISO 13408-4:2011 Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies

30 EN ISO 13408-5:2011 Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place

31 EN ISO 13408-

6:2011+A1:2013

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems

32 EN ISO 13408-7:2015 Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products

33 EN ISO 

13485:2016+AC:2018

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

34 EN ISO 

14155:2011+AC:2011

Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice

35 EN ISO 14160:2011 Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and 

their derivatives - Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for 

medical devices 

36 EN ISO 14630:2012 Non-active surgical implants - General requirements

37 EN 14885:2018 Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European standards for chemical disinfectants and antiseptics

38 EN ISO 14937:2009 Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, 

validation and routine control of a sterilization process for medical devices

39 EN ISO 14971:2012 Medical devices - Application of risk management to medical devices

40 EN ISO 15223-1:2016 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General 

requirements

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

次頁以降詳述

参照番号：2-E10
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（3/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

番号 規格参照番号 規格名

41 EN 15986:2011 Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates 

42 EN ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

43 EN ISO 20857:2013 Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization 

process for medical devices 

44 EN ISO 22442-1:2015 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1: Application of risk management 

45 EN ISO 22442-2:2015 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling

46 EN ISO 22442-3:2007 Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and 

transmissible spongiform encephalopathy

47 EN ISO 25424:2011 Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and 

routine control of a sterilization process for medical devices

48 EN 60601-1:2006 

+AC:2010 + 

A1:2013+A12:2014

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

49 EN 60601-1-2:2015 Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: 

Electromagnetic compatibility - Requirements and tests

50 EN 60601-1-3: 2008 

+AC:2010+A11:2016

Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: 

Radiation protection in diagnostic X-ray equipment

51 EN 60601-1-

6:2010+A1:2015

Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: 

Usability

52 EN 60601-1-8:2007+ 

AC:2010+A11:2017+pr

A2

Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: 

General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

53 EN 60601-1-

10:2008+A1:2015

Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard:

Requirements for the development of physiologic closed-loop controller

54 EN 60601-1-11:2015 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard:

Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

55 EN 60601-1-12:2015 Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard:

Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services 

environment

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

参照番号：2-E10
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書Iに基づくMDR関連規格（4/4）

（参考）Notificationでは、MDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき規格
のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

番号 規格参照番号 規格名

56 EN 62304:2018 Medical device software - Software life-cycle processes

57 EN 62366-

1:2015+AC:2016

Medical devices - Application of usability engineering to medical devices 

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

番号 規格参照番号 規格名

1 prEN ISO 10993-23 Biological evaluation of medical devices - Part 23: Determination of skin irritation of medical device extracts using Reconstructed 

human Epidermis (RhE) (ISO 10993-23)

2 - Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and for information to 

be provided by the manufacturer (ISO 14708-1)

3 - Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 

(ISO 17664-1)

4 - Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical

devices - Part 2: Medical devices not intended for direct patient contact (ISO 17664-2)

5 prEN ISO 20417 Medical devices – Information to be provided by manufacturer (ISO 20417)

6 - Sharps injury protection – Requirements and test methods – Sharps protection features for single-use hypodermic needles, 

introducers for catheters and needles used for blood sampling (ISO 23908)

【新規策定が必要な規格（表2より抜粋）】

参照番号：2-E10
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書IIに基づくIVDR関連規格（1/3）

（参考）Notificationでは、IVDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき
規格のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

番号 規格参照番号 規格名

1 EN 556-

1:2001+AC:2006 

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for 

terminally sterilized medical devices

2 EN 556-2:2015 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for 

aseptically processed medical devices

3 EN ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

4 EN ISO 11137-1:2015 Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

5 EN ISO 11607-1:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging 

systems

6 EN ISO 11607-2:2017 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

7 EN ISO 11737-1:2018 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

8 EN ISO 11737-2:2009 Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and 

maintenance of a sterilization process

9 EN ISO 13408-1:2015 Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements

10 EN ISO 13408-2:2018 Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration

11 EN ISO 13408-3:2011 Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization

12 EN ISO 13408-4:2011 Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies

13 EN ISO 13408-5:2011 Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place

14 EN ISO 13408-

6:2011+A1:2013

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems

15 EN ISO 13408-7:2015 Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products

16 EN ISO 

13485:2016+AC:2018

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

17 EN 13532:2002 General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing

18 EN 13612:2002 

+AC:2002

Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices

19 EN 13641:2002 Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

参照番号：2-E10
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書IIに基づくIVDR関連規格（2/3）

（参考）Notificationでは、IVDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき
規格のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

番号 規格参照番号 規格名

20 EN 13975:2003 Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects 

21 EN 14136:2004 Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures

22 EN ISO 14937:2009 Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, 

validation and routine control of a sterilization process for medical devices

23 EN ISO 14971:2012 Medical devices - Application of risk management to medical devices

24 EN ISO 15193:2009 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for content and 

presentation of reference measurement procedures

25 EN ISO 15194:2009 In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference 

materials and the content of supporting documentation

26 EN ISO 15197:2015 In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus

27 EN ISO 15223-1:2016 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General 

requirements

28 EN ISO 17511:2003 In vitro diagnostic medical devices - requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators,

trueness control materials and human samples

29 EN ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a 

sterilization process for medical devices

30 EN ISO 18113-1:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general 

requirements

31 EN ISO 18113-2:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for 

professional use

32 EN ISO 18113-3:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for 

professional use

33 EN ISO 18113-4:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for 

self-testing

34 EN ISO 18113-5:2011 In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for 

self-testing

35 EN ISO 20857:2013 Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization 

process for medical devices 

36 EN ISO 23640:2015 In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

参照番号：2-E10
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改訂及び新規策定が必要な規格リスト：付属書IIに基づくIVDR関連規格（3/3）

（参考）Notificationでは、IVDRにおいて改訂すべき規格及び新たに策定すべき
規格のリストが規定されている
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

番号 規格参照番号 規格名

37 EN ISO 25424:2011 Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and 

routine control of a sterilization process for medical devices

38 EN 62304:2018 Medical device software - Software life-cycle processes 

39 EN 62366-

1:2015+AC:2016

Medical devices - Application of usability engineering to medical devices

【改訂が必要な規格（表1より抜粋）】

番号 規格参照番号 規格名

1 - Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices 

(ISO 17664-1)

2 - Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical

devices - Part 2: Medical devices not intended for direct patient contact (ISO 17664-2)

3 - In vitro diagnostic medical devices - Clinical performance studies using specimens from human subjects - Good study practice (ISO 

20916)

4 prEN ISO 20417 Medical devices – Information to be provided by manufacturer (ISO 20417)

【新規策定が必要な規格（表2より抜粋）】

参照番号：2-E10
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：機器貼付シンボルの検討 （参照番号：2-E1, 10）

（参考）MedTech Europeでは、MDR施行及びEN ISO 15223-1:2016の改訂に伴い、
短期的に使用可能な図記号をガイダンス上で提示している

ヘルスケア 参照番号：2-E1, 10

出所：MedTech Europe HP、関連資料等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

 現在医療機器のラベル、ラベリング、提供される情報に関する国際規格（ISO 15223-1）の改訂に向けた検討が進行中
 当規格改訂を受け、MDRに規定されるラベリング要件への効率的な準拠、短期的なハーモナイゼーション施策として、MedTech Europeは
医療機器のラベリングに使用される図記号のガイダンスを公開（2019年5月発行） （※以下、図記号及びタイトルの例を抜粋）

注：上記ガイダンスにおいて提示されているシンボルと最終的なISOに規定されるシンボルに差が生じる可能性があることに留意

Medical Device Contains human 

blood or plasma 

derivatives

Contains a 

medicinal 

substance 

Contains 

hazardous 

substances

Contains biological 

material of human 

origin

Contains biological 

material of animal 

origin

Sterilized using 

vaporized hydrogen 

peroxide

Single Patient -

multiple use

Translation Translation
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ベトナムはスマートプロダクション分野発展施策の一環として、韓国との協力を推進（2018年）
 世界経済フォーラム（WEF）（2018年9月11日～13日@ハノイ）の枠組みの中で、韓国ビジネス協会・在ベトナム韓国大使館共催
のイベント「Korea Night」を開催し、Industrie 4.0分野における新たな協力方法を模索

 当イベントには、Chu Ngoc Anhベトナム科学技術大臣、Kang Kyung-Wha韓国外相、Kim Do-Hyon韓国大使、
Kim Jung-In韓国ビジネス協会（KBA）会長等、政府関係者・財界関係者が出席

• Kim Jung-In韓国ビジネス協会会長 発言要旨：
「Industrie 4.0の文脈で両国は「韓国-ベトナム2.0（South Korea-Vietnam 2.0）」の協力準備を行うとき到来。
スマートシティやE-government、通信インフラ等ベトナム政府の注力分野において韓国はより進展している」

• Chu Ngoc Anhベトナム科学技術大臣 発言要旨：
「2国間の協力拡大、特にハノイ郊外のHoa Lac Hi-tech Parkへの投資を含むベトナム産業・ハイテク分野への韓国企業の

投資においては、より多くの協力活動が発生することを要望」

IGI Koreaはベトナム訪問の際、品質保証訓練センター（QTC）と共同で、ベトナム北部の企業に対して
アンケートやスマートプロダクションの紹介を実施（2019年）
 当訪問・調査を通じ、当分野のビジネスニーズ理解の必要性や企業からの関心を認識

QTC及びIGI Koreaは、ベトナム企業のスマート製造レベル評価に際し協力を推進のため覚書（MoU）を
締結（6月6日）

【MoU 締結者】
 ベトナム：品質保証訓練センター（QTC） 副センタ―長 Le Minh Tam

 韓国： IGI Korea社長 Sangsu Choi
※（参考）IGI Koreaは、スマートプロダクション分野におけるコンサルティング、プラットフォーム開発、
トレーニングや製造関連の問題の対処等の総合サービスを提供する企業

 （ベトナム：標準・計量・品質局（STAMEQ） 局長 Tran Van Vinh（同席））

【MoU内容】
 ベトナムの製造会社の現在のスマート製造レベルに関する評価に際しての協力を推進。
また、ベトナムにおける当分野の発展支援のため、今後多くの効果的な協力活動を継続実施

背景

803

アジア各国によるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向 （参照番号：3-A2）

ベトナム品質保証訓練センター（QTC）とIGI Koreaがスマートプロダクション分野に
おける協力推進のため、MoUに署名

MoU概要

出所：STAMEQ HP、Hanoi Times等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

MoU締結の様子（上）

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-A2今月のピックアップ

画像の出所：STAMEQ（https://tcvn.gov.vn/2019/06/le-ky-ket-hop-tac-ve-linh-vuc-san-xuat-thong-minh-giua-trung-tam-dao-tao-chat-luong-va-cong-ty-igi-han-quoc/）

https://tcvn.gov.vn/2019/06/le-ky-ket-hop-tac-ve-linh-vuc-san-xuat-thong-minh-giua-trung-tam-dao-tao-chat-luong-va-cong-ty-igi-han-quoc/
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マレーシアにとって中国は最大の貿易相手国あり、近年は中国からの直接投資も増加。
産業分野における両国政府間（G2G）、企業間（B2B）の協力関係をさらに促進・深化させる必要性が拡大
 総貿易額は3,138億RM、マレーシアから中国への輸出は前年比10.3％増の13,888億RMに（2018年）

 中国からの直接投資（FDI）額は197億RM（40件のプロジェクト：2018年）

背景
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アジア各国によるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向 （参照番号：3-A3）

マレーシア－中国製造業ラウンドテーブルにおいて、マレーシア標準工業研究所
（SIRIM）・Huawei間をはじめ、複数のスマート産業推進に向けたMoU締結が実現

出所：マレーシア国際貿易産業省 (MITI) HP、MARii、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-A3今月のピックアップ

マレーシア・中国間のスマート製造におけるビジネス協力の橋渡しのため、両国の主要製造業者が集う
ラウンドテーブル「Win-Win Cooperation for Manufacturing Innovative Development」を開催
（6月14日＠マレーシアサバ州コタキナバル）

 Datuk Darell Leiking氏（馬国際貿易産業大臣）、Miao Wei氏（工業和信息化部幹部）が共同議長として運営

 マレーシアのIndustrie 4.0国家政策（Industry4WRD）に関するプレゼンテーション、中国によるスマート製造政策に関するプレゼンテー
ションに加え、両国主要企業を交えたスマートマニュファクチャリング分野でのコラボレーションについての議論を展開

 結果、Industrie 4.0及びスマートマニュファクチャリング分野における協力強化のため、下記5件のMoU/ MOAが実現

MoU

締結概要
1

2

3

 Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)

 Huawei Technologies (Malaysia)

4

5

MoU

MoU

MoU

MoU

MoA

 Malaysia Automotive, Robotics and IoT Institute (MARii) 

 Center for International Economic and Technological Cooperation (CIETC)

 NHY Borneo

 SANY (China)

 K.T.I Sdn Bhd

 Sany Construction Industry Development (M) Sdn Bhd

 PP Telecommunication Sdn Bhd 

 China Wuhan FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd

当イベントは両国間の貿易関係、特にIndustry 4.0に沿ったエレクトロニクス、
電気通信及びモビリティ等新技術分野における重要なマイルストーン

―Leiking氏

テーマ別情報詳細
にて記載

NHY Brneo

NHY Brneo
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ULによる規格の開発・認証の付与

806

米国ULによるモビリティ分野における標準化動向 （参照番号：4-U15）

ULは、EVの大出力充電ブーストモード対応の安全規格であるUL2251に基づく認証
を、住友電気工業の充電コネクタに対し発行

出所：UL HP、各種報道記事等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：4-U15モビリティ今月のピックアップ

住友電気工業によるEV大出力充電器用
コネクタ付ケーブルの開発・認証取得

【背景】
 「SEVD™シリーズ」として電気自動車の充放電器に取り付け
て使用するコネクタ付ケーブルの販売を開始（2011年～）

 CHAdeMO仕様として最大容量となる大出力充電用の
コネクタ付ケーブル「SEVD™-11U」を開発し、販売開始
（2018年6月～）
 当製品へのUL認証も取得

UL2251 Plugs, Receptacles, and Couplers for 

Electric Vehicles

 大出力充電に対応した安全規格として開発
 CHAdeMO協議会が2017年3月、電気自動車用急速充電スタンド
標準仕様書1.2で規定した「大出力充電ブーストモード」に対応

 UL2251でカバーされるEVコネクターは、通常の評価に加え、最終
製品の特殊用途も評価される点が特徴

【認証により期待される効果】
 当技術の安全性が証明され、普及が進展することにより、
電気自動車（EV）の充電時間短縮や更なる利便性が向上

 大出力充電に適した安全なコネクターの設計、製造、並びに、
急速充電器メーカーが大出力充電に適した安全なコネクター
を選定する目印として機能

C
R

D

含
め
認
証
を
付
与
（
世
界
初
）

UL2251 Certification Requirement Decision (CDR)

 UL2251に大出力充電ブーストモードを安全に実現するための
追加機能に対する認証要求補則として発行（2019年6月）

 大出力充電の方法として主流となっている2つの形態（「動的電流
制御」及び「アクティブ冷却」それぞれに関する要求事項を明記

Scope (Excerpt)：
These requirements cover EV plugs, EV receptacles, vehicle inlets, 

vehicle connectors, and EV breakaway couplings, rated up to 

800 amperes and up to 600 volts ac or dc. These devices are 

intended for use with conductive electric vehicle supply equipment 

(EVSE), and are intended to facilitate the conductive connection from 

the EVSE to the vehicle. These devices are for use in either indoor or 

outdoor nonhazardous locations

+
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ULによるEV関連規格の策定及び適合性評価実施の実態 （参照番号：4-U15）

（参考）ULでは、前述のUL2251の他にも国際規格とアラインしたEVインフラに係る
規格の開発及び認証を推進している

出所：UL HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

対象製品・インフラ 規格# 規格名 参考：関連国際規格

EVコネクタ・車両インレット/アウトレット ANSI/UL 2251 • Plugs, Receptacles and Couplers for Electric Vehicles IEC 62196-1, -2, -3

EVケーブル ANSI/UL62 • Flexible Cords and Cables IEC 62893

急速充電器 ANSI/UL 2202 • Electric Vehicle（EV）Charging System Equipment IEC 61851-1, -23

充電ステーション・コードセット ANSI/UL 2594 • Electric Vehicle Supply Equipment IEC 61851-1, IEC 62752

ワイヤレス充電器 Subject※ 2750 • Wireless Charging Equipment for Electric Vehicles IEC 61980

充電回路用人体保護装置 ANSI/UL 2231-1, 

ANSI/UL 2231-1

• Personnel Protection Systems for Electric Vehicle（EV）Supply Circuits: 

Part-1 General Requirements

• Part-2 Particular Requirements for Protection Devices for Use in Charging Systems

IEC 61008-1, IEC 61009-1, 

IEC 60947-2, IEC 62423, 

IEC 62955

V2X機器 UL 9741 • Bidirectional Electric Vehicle （EV） Charging System Equipment

EVバッテリー ANSI/UL 2580 • Batteries for Use in Electric Vehicles IEC 62619, EN 50604-1, 

ISO 12405-3, ISO 6469-1

車載充電器 ANSI/UL 2202 • Electric Vehicle（EV）Charging System Equipment

車載ケーブル Subject※ 2733 • Surface Vehicle On-Board Cable

車載コネクタ Subject※ 2734 • Connectors For Use With On-Board Electrical Vehicle（EV）Charging Systems

コンバータ・インバータ Subject※ 458A • Power Converters/Inverters for Electric Land Vehicles

モーター ANSI/UL 1004-1 • Rotating Electrical Machines – General Requirements

【関連規格一覧】

※Subject：評価アウトライン（Outline of Investigation）とも呼ばれ、UL規格が発行されるまでの安全評価に適用される要求基準集。規格策定パネル（Standard Technical Panel）における検討・投票が行われたのち、正式なUL規格として発行

モビリティ今月のピックアップ 参照番号：4-U15
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ASEANでの資源循環分野における政策動向 （参照番号：5-A2）：

海洋プラスチックごみ削減に向けた「バンコク宣言」の採択

ASEAN（東南アジア諸国連合）首脳会議では、海洋に流出するプラスチックごみ対策
のための指針「バンコク宣言」を採択

今月のピックアップ 資源循環 参照番号：5-A2

「バンコク宣言」（イメージ）

「バンコク宣言」
要旨

2025年までに海洋ごみや過栄養を含む離陸上の人間社会に起因する海洋汚染
を防止し、著しく削減するという「国連持続可能な開発目標（SDGs）」を再確認し、
ASEAN及び各加盟国レベルでのアクションを強化

 「ASEAN共同体ビジョン2025」、特に「生物多様性と天然資源の保全と持続可能な
管理に関するASEAN社会文化共同体（ASCC）青写真2025（ASEAN Socio-Cultural 

Community (ASCC) Blueprint 2025 on Conservation and Sustainable Management of Biodiversity and Natural 

Resources）」を強調、沿岸地域の保護、修復及び持続可能な利用のための協力を促進

 SDGs中の目標14「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な
形で利用」、特にターゲット14.1「2025年までに、陸上活動による海洋堆積物や富栄養
化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少」の実現を志向

 各加盟国での法規制強化、業界横断的な連携促進、技術イノベーション強化、官民
パートナーシップ等による民間企業エンゲージメント促進、投資促進、世論の喚起・
アドボカシー加速を実施

海洋汚染は公衆衛生や食糧供給だけでなく、産業や観光にも影響を与える。プラスチック廃棄
物だけでなく、未処理の液体や半固体の廃棄物を含むより大きな廃棄物管理の問題にも対応
していく必要がある

バンコク宣言とASEANの海洋ゴミに対する行動の枠組みは、共通課題に取り組むため
の地域行動の好例
一方、プラスチックは単純なごみ問題としてではなく、汚染問題として捉えられ、ライフサ
イクル全体で対処する必要があるため、根本的にプラスチック汚染問題に取り組むには
至っていない。また、当枠組みは廃棄物輸入の問題には対処していない

シンガポール
Lee Hsien Loong首相

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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G20及び関連会議において大阪ブルー・オーシャン・ビジョン共有の他、関連イニシアティブを発表（2019年6月）
※以下、主な成果及び合意内容
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国際社会での資源循環分野における政策動向 （参照番号：5-O1, 5）

大阪市で開催されたG20サミットでは、海洋プラスチック問題が主要テーマの1つとして
取り上げられ、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」等を共有

出所：日本政府HP等各種公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ 資源循環 参照番号：5-O1, 5

国内関連
施策動向

G20及び
関連会議
における
廃プラ削減
に係る
決定事項

今後は、法的拘束力のある国際協定の早期発足や、意欲的なプラスチック使用量削減目標の設定、関連国際規格の推進等により
上記の実現を図っていくことが期待される

G20サミットにて議長国として海洋プラスチックごみ問題を議題に取り上げることを見据え、関連施策等を整備（2019年5月）

G20 大阪
首脳宣言

（6月28日・29日）

マリーン
（MARINE）・
イニシアティブ

G20海洋
プラスチックごみ
対策実施枠組
（6月15日・16日）

海洋生分解性
プラスチック
開発・導入普及
ロードマップ

海洋プラス
チックごみ対策
アクションプラン

 共通の世界のビジョンとして、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有、新たな海洋プラスチック汚染を2050年ま
でにゼロにする事を宣言
 プラスチックの重要性を認識しつつも、管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすなど、包括的なアプローチによっ
て海洋プラスチックごみによる汚染の削減を目指すことに合意

 上記ビジョン実現のため、①廃棄物管理（Management of Wastes）、②海洋ごみの回収（Recovery）、③イノベー
ション（Innovation）、④能力強化（Empowerment）に焦点を当てたMARINEイニシアティブを立ち上げ
 1）二国間ODAや国際経由の支援等の国際協力、2）日本企業・NGO・地方自治体による活動の国際展開、3）ベストプ
ラクティスの発信・共有、の施策を通じた途上国における能力強化を支援

 各国が海洋プラスチックごみの削減に向けた行動計画の進捗状況を定期的に報告・共有することに合意
 持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合（G20エネルギー・環境相会合＠長野）
にて採択

 具体的な数値目標設定はないものの、状況を相互に確認する枠組み創出により、実効性の向上に期待

 具体的取組として、官民一体の連携、海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及促進のための主要課題及び
対策を取り纏め
 1）実用化技術の社会実装（ISO策定による生分解性の信頼性向上、需要開拓等）、2）複合素材の技術開発による多
用途化、3）革新的素材の研究開発、のトピックにより構成

 内閣官房の下に設置された「海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議」（2019年2月）により、
G20サミットに向け、日本国政府としての具体的な取組を取り纏め
 海洋プラスチックごみモニタリング手法の国際調和・標準化推進、上記ロードマップに基づく国際規格整備に言及
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日米欧は、30年以上前から水素の可能性に着目し、水素利活用拡大に向けて世界をリード

閣僚レベルが水素社会の実現をメインテーマとして議論を交わす「水素閣僚会議」において、グローバル
な水素利活用に向けた政策の方向性を共有、「東京宣言（Tokyo Statement）」を発表（2018年10月）
 世耕経済産業大臣が議長を務め、21の国・地域・機関の代表含む300人以上が参加し当分野における政策の方向性を共有

日欧米間で「経済産業省（METI）、欧州委員会エネルギー総局（ENER）及び米国エネルギー省（DOE）
間の水素・燃料電池技術の将来協力に関する共同宣言」を発表

【共同宣言 締結者】
 欧州：欧州委員会エネルギー総局（ENER）
 米国：米国エネルギー省（DOE）
 日本：経済産業省（METI）

【共同宣言 要旨】
 三機関間で水素・燃料電池技術への強い関心を共有し、持続可能な技術開発加速のため結束を強化
 三機関間で第2回水素閣僚会議（9月25日開催予定）に向けた協力覚書（MoC）も見据え、
協力枠組の効率的且つ効果的な実施を追求
 MoCでは、「東京宣言」に示す分野での協力を通じ、具体的な取組の展開・促進を図ることを想定

背景

812

日欧米による水素・燃料電池技術に関する標準化動向 （参照番号：6-O4）

経済産業省（METI）、欧州委員会エネルギー総局（ENER）、米国エネルギー省（DOE）
は、水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力強化のため共同宣言を発表

共同宣言
概要

出所：経済産業省HP、環境ビジネスオンライン等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

共同宣言発表の様子（上）

エネルギーマネジメント 参照番号：6-O4今月のピックアップ

東京宣言（Tokyo Statement）

以下4分野における協力の重要性を確認
1. 技術協力及び、規制、規格・基準のハーモナイゼーション、標準化の推進
2. 水素の安全性及びサプライチェーンに関する情報共有及び国際共同研究開発の推進
3. CO2及び他の汚染物質を削減する水素の可能性調査・評価
4. コミュニケーション、教育及びアウトリーチ

画像の出所：経済産業省（https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html）

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html
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特記すべき事項は特になし（略）
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 新しい欧州
規格EN 

1143-1の
おかげで、
貴重品を安
全に保管

6月5日 CENは、2012年のEN1143-1：2019「安全な保管ユニット - 盗難に対する
耐性に関する要件、分類、および試験方法 - 第1部：金庫、ATM金庫、金
庫室のドア及び金庫室」の全面改訂に着手
 同標準は、自立型金庫、内蔵型金庫、ATM金庫及び土台、金庫部屋及びドアの
テストならびに、強盗に対する耐久性の分類基準を設定

 背景：
• EN 1143-1は、CEN/TC 263「現金、貴重品およびデータ媒体の安全
な保管」が開発し、現在は英国規格協会 (BSI) が幹事を務める

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https://ww

w.cen eu/n

ews/brief-

news/Pag

es/EN-

2019-

025.aspx

欧州 1-E2 e-Invoicing: 
欧州委員会
は12の加盟
国に新規則
への移行を
要求

6月6日 欧州委員会（EC)は、公共調達における電子請求の指令（Directive 

2014/55/EU）または欧州の電子請求書発行規格に移行していない12の
加盟国に対し、正式通知の送付を決定（5月21日）

 対象国：
• キプロス、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、
リトアニア、ルクセンブルグ、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、ス
ペイン

 背景：
• 4月17日までに、EUで公的調達を行っている公的機関は、電子請求
書に関する欧州規格に準拠する必要

• ECは新規格を導入支援として、エンドツーエンドの自動化、ロボット、
人工知能の使用等の革新的な電子請求ソリューションの原資として、
コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ（CEF）を通じ、3,300万ユーロ
以上の助成金を投資

• 12の加盟国は、ECに対し2か月以内に回答する必要があり、回答で
きない場合、ECはreasoned opinion送付の可能性

• ECは、当該プロセスにおいて加盟国への継続支援準備あり

欧州委員会
(EC)

http://euro

pa.eu/rapi

d/press-

release M

EMO-19-

2772 en h

tm

816

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/5)

ECは、公共調達における電子請求の指令（Directive 2014/55/EU）への移行、当分
野関連規格への準拠を行っていない12加盟国に対し、正式通知の送付を決定

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/EN-2019-025.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2772_en.htm
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

フラ
ンス

1-E3 グリーンファ
イナンス：
州のラベル
「Greenfin」
が「Teec」の
ラベルに
取って
代わる

6月17日 国務大臣・環境連帯移行大臣付副大臣であるBrune氏は2015年末に
作成された「気候のエネルギーと生態遷移ラベル」（Teec）に代わる
「Greenfin」ラベルを正式に発表（6月11日）

 「Greenfin」ラベル認証基準：
• 「Greenfin」ラベル参照システムによってリスト化されているグリーン
活動に投資

• ESGにおける「論争の積極的な監視」を確実にするとともに、ポート
フォリオの構築および耐用年数に対するそれらの影響を実証

• 投資された資産によって提供される環境上の利点を測定するレポー
トと指標を公表

• 原子力部門で操業している会社および化石燃料に投資しているファ
ンドは除外

 ラベル概要：
• 2015年末のCOP 21より設立

 ラベル発行における指定責任機関：
• Novethic（仏SRI専門ファーム）、EY France及びAfnor Certification

ACTU 

Environment

https://ww

w.actu-

environne

ment.com/

ae/news/fi

nance-

verte-

label-etat-

greenfin-

fonds-

transition-

energetiqu

e-

ecologique

-

33629.php

4

817

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(2/5)

仏国務大臣・環境連帯移行大臣付副大臣は、2015年末作成の「気候のエネルギーと
生態遷移ラベル」（Teec）に代わる「Greenfin」ラベルを正式に発表

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.actu-environnement.com/ae/news/finance-verte-label-etat-greenfin-fonds-transition-energetique-ecologique-33629.php4
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E4 持続可能な
金融に関す
る技術専門
家グループ
（TEG）

6月18日 欧州委員会が、「Report on EU Green Bond Standard」及び
「Interim report on Climate benchmarks and benchmarks’ ESG 

disclosures」を発行
 Report on EU Green Bond Standard概要：

• EU Green Bond Standardの範囲、目的、定義、原則を記載
• 外部機関による認定制度を提案、定着に向けた取り組みを説明

 Interim report on Climate benchmarks and benchmarks’ ESG 

disclosures概要：
• Regulation (EU) 2016/1011の改訂決定に基づき、2種類の気候
ベンチマークの技術的要件及び、テンプレートを含めたESG開示に
ついて記載

• 6週間のフィードバック募集後、9月に最終版を発行予定

欧州委員会
(EC)

https://ec.e

uropa.eu/inf

o/publicatio

ns/sustaina

ble-finance-

technical-

expert-

group en

818

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(3/5)

ECはグリーンボンド基準に係るReport on EU Green Bond Standard及び Interim 

report on Climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosuresを発行

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
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(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E5 環境金融の
未来をどの
ように形づく
ることができ
るか

6月21日 欧州委員会がEUにおける持続可能な金融の将来に関わる多数の文書
を発表しており、うち2つの文書においては、ISO規格の開発にも言及
（6月18日）
 ISO規格開発に関係する下記2つの文書についてECOSはそれぞれ見解を発表

 「企業の気候関連情報報告に関するガイドライン」に対する見解：
• ECOSは本ガイドラインの内容を歓迎
• ECOSが関与中のISOの作業部会において、「パリ協定の長期的な
気候目標への貢献を目指す金融機関向けの規格」を開発中であり、
ECOSは本ガイドラインの国際的な使用を推進予定

 「環境的に持続可能な経済活動のための分類学に関する技術専門家グ
ループのレポート」に対する見解：

• 本レポートは欧州委員会技術専門家グループ（TEG）による、「気候
にやさしい活動」の分類法を含むが、ECOSは森林破壊を助長する
内容が含まれるとして批判

• 上記の分類法は未完成だが、完成後には欧州委員会により採用予
定

• ECOSが草案作成に関与している「Green Debt Instruments」に関す
るISO規格にも、分類法の内容が反映される可能性があるため、
ECOSは今後の動向を注視

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/shap

ing-the-

future-of-

environme

ntal-

finance/

819

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(4/5)

ECは、EUにおける持続可能な金融の将来に関わる多数の文書を発表、うち2つの
文書でISO規格の開発に言及

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://ecostandard.org/news_events/shaping-the-future-of-environmental-finance/
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ファイ
ナンス

ドイツ 1-E6 BaFinの
ヘッドは
Facebook
のLibraに
対応して、
世界的な
銀行標準の
必要性を
主張

6月26日 ドイツの連邦金融監督庁（BaFin）は、Facebookの暗号通貨Libraに対
応しグローバルな基準を策定するよう規制当局に要請

 Felix Hufeld (President, BaFin)発言要旨：
• 「管理上の問題が生じる可能性があるため、政策立案者及び規制
当局はFacebookのLibraの問題を無視すべきでない。国際的な
枠組みの構築が必要性」

Cointelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

bafin-

head-

urges-

global-

bank-

standards-

in-

response-

to-

facebooks-

libra

欧州 1-E7 2019年6
月：EUの銀
行業務改革
が差し迫る

6月28日 EUは、ESG関連リスクを組み込んだ新たな金融改革パッケージ
（Banking Reform Package）を施行
 近年のサステイナブルファイナンスの台頭を受け、ESG関連のリスク及び欧州銀
行監督機構（EBA）の新しい権限を反映

 ESG関連リスクに関する取り決め概要：
• 欧州銀行監督局（EBA）は、環境、社会およびガバナンス（ESG）のリ
スクの監督プロセスへの組み入れについて報告

• EBAは、環境的および／または社会的目的に関連する資産及び活
動公開の正当性に関する評価を準備

• EBAはESGリスク評価に関するレポートを提出し、そのレポートに基
づき、欧州委員会が欧州議会及び欧州理事会に法案を提出（2025
年6月28日まで）

• 2022年6月28日時点で加盟国で取引が認められている有価証券を
発行した大規模機関は、物理的及び移行リスクを含むESGリスクに
関する情報を開示する必要あり

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/financ

ial-

regulatory-

observer-

june-2019-

52468/

820

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(5/5)

ドイツの連邦金融監督庁（BaFin）は、Facebookの暗号通貨Libraに対応した、
グローバルな基準の策定を規制当局に要請

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://cointelegraph.com/news/bafin-head-urges-global-bank-standards-in-response-to-facebooks-libra
https://www.jdsupra.com/legalnews/financial-regulatory-observer-june-2019-52468/
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ファイ
ナンス

米国 1-U1 AICPAは、
ブロック
チェーン
ベースの
監査データ
に適用され
るであろう
新しい標準
を提案

6月25日 米国公認会計士協会 (AICPA) は、ブロックチェーンベースのデータへの
対応を含む、監査証拠に関する一連の新しい基準を提案

 概要：
• 提案では、作成者と監査人がブロックチェーンやデータ分析などの新
しい技術に基づいた監査証拠を評価する方法についてガイドラインを
設定

 Robert Dohrer氏（Chief Auditor, AICPA）発言要旨：
• 「今日入手可能な監査証拠源の急速な進化を考えると、監査人が得
られた監査証拠の十分性と妥当性に関して一貫した評価をすること
を可能にする、堅牢で耐久性のある一連の属性を持つことが監査人
にとって極めて重要である」

Cointelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

aicpa-

proposes-

new-

standards-

that-

would-

apply-to-

blockchain

-based-

audit-data

821

【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向

米国公認会計士協会 (AICPA) は、ブロックチェーンベースのデータ対応を含む、
監査証拠に関する新しい基準検討の必要性を訴求

ファイナンステーマ別情報詳細

https://cointelegraph.com/news/aicpa-proposes-new-standards-that-would-apply-to-blockchain-based-audit-data
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ファイ
ナンス

中国 1-C1 なぜ中国の
データ規制
が企業に
とってコンプ
ライアンス
の悪夢なの
か

6月27日 上海のアメリカ商工会議所（AmCham）が中国の個人情報規制が、
データの保護にほとんど役立たず、代わりに業務の流れに害を及ぼすと
の報告書を発表
 2018年5月に公布された企業の個人情報収集・処理方法に関するガイドライン
「Personal Information Security Specification」は、中国の規格策定機関によっ
て「推奨」として分類されている一方、規制当局は法律として従わなければならな
いと指摘していることに言及

 分野固有のあいまいさもあり、医療患者データのどの部分を匿名化する必要が
あるのかが不明確な医療分野のように、データを完全に匿名化するとヘルスケ
アの研究開発目的には役に立たないと指摘

 EUがGDPRにおいて実施したように、法律のドラフト作成において、企業の意見
を取り入れるためのより多くのチャネルを提供すべきであると提案

The Diplomat https://thed

iplomat co

m/2019/06

/why-

chinas-

data-

regulations

-are-a-

complianc

e-

nightmare-

for-

companies

/

822

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向

在上海アメリカ商工会議所（AmCham）は、中国の個人情報規制が企業の業務/
事業活動へ悪影響を及ぼすとの報告書を発表

ファイナンステーマ別情報詳細

https://thediplomat.com/2019/06/why-chinas-data-regulations-are-a-compliance-nightmare-for-companies/
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ファイ
ナンス

マレー
シア

1-A1 Maybankが
イスラム銀
行における
湾岸協力理
事会（GCC）
との連携を
要求

6月6日 MaybankのCEO Datuk Mohamed Rafique Mericanが、グリーンス
クークについて、今年のトレンドではあるが、今後の成長についての予測
は避けたいと発言
 グリーンスクークは、遵守基準が高いため、発行者の意志により将来は変わる
が、投資家間のESGへの意識が高く将来的に増加すると考えられる。再生エネ
ルギーの需要増加に伴いグリーンスクーク需要も増加することにも言及

 また、マレーシアは、グリーンイスラム差異市場のリーダーであり続けると発言
• マレーシアは、グリーンスクークにおける影響力が大きい。Tadau Energy 

Sdn Bhd が世界初のグリーンスクークを発行、Quantum Solar Park 

Semenanjung Sdn Bhdが世界で二番目に発行。これら機関は、2017年
はそれぞれ2億5,000リンギット、10億リンギットのグリーンスクークを発行

The Star 

Online

https://ww

w.thestar c

om.my/bus

iness/busi

ness-

news/2019

/06/06/may

bank-

wants-to-

link-up-

gulf-

cooperatio

n-council-

aasean-

with-

islamic-

banking/

シンガ
ポール

1-A2 シンガポー
ルと英国が、
金融セン
ターの協力
強化の協定
に署名

6月13日 シンガポール金融管理局（MAS）とロンドン市が、金融における協力に関
するMoUを締結（6月13日）
 協力協定は、ロンドンで開催されたシンガポールの建国200周年を記念した英国
－シンガポールビジネスサミットで署名

 MASとロンドン市は、英国のグリーンファイナンスイニシチブにおける協力協定に
も署名、シンガポールと英国の金融システムにおけるグリーンでサステナブルな
金融の原則の適用を促進。イニシアチブは、基準の調和や、環境・気候変動リス
ク公開の促進、国際環境におけるグリーンファイナンスの協力強化について記載

 協力分野：
• データフローの容易化、国家間顧客確認（KYC）プロセスの促進、金
融セクターの能力開発、グリーンファイナンスの促進

 署名者：
• シンガポール金融管理局局長、社会政策上級大臣Tharman 

Shanmugaratnam 

• ロンドン市長 Peter Estlin

The Business 

Times

https://ww

w.busines

stimes.co

m.sg/gover

nment-

economy/s

ingapore-

uk-ink-

deals-to-

deepen-

cooperatio

n-

between-

both-

financial-

centres

823

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(1/6)

シンガポール金融管理局（MAS）とロンドン市が、金融・グリーンファイナンスイニシア
ティブにおける協力に関するMoUを締結

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2019/06/06/maybank-wants-to-link-up-gulf-cooperation-council-aasean-with-islamic-banking/
https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-uk-ink-deals-to-deepen-cooperation-between-both-financial-centres
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ファイ
ナンス

シンガ
ポール

1-A3 シンガポー
ルと英国の
規制当局が
サイバーセ
キュリティの
関係を強化

6月19日 シンガポール金融庁（MAS）、イングランド銀行、金融行動庁は、金融セ
クターにおけるサイバーセキュリティを強化のための協力を発表。
またMASと英国関係当局は、この協力強化を示すための覚書に向け作
業を開始
 共同作業には、MASと英国の金融当局が情報を共有する効果的な方法を特定
し、スタッフ交流を行う可能性を模索することなどを含む

 加えて、シンガポール銀行金融協会（IBF）と英国チャータード・ボディ・アライアン
ス（CBA）は、銀行、資本市場および保険の専門家のためのスキル開発における
協力を深めるための意志宣言（Declaration of Intent）に署名

• 協力には、トレーニングプログラムの開発・実施におけるベストプラクティ
スと革新の共有、専門家の基準認証の相互承認の促進等を含む

Singapore 

Business 

Review

https://sbr.

com.sg/inf

ormation-

technology

/more-

news/sing

apore-and-

uk-

regulators-

strengthen

-cyber-

security-

ties

ベト
ナム

1-A4 バーゼルⅡ
基準を適用
することを
海上商業合
資株銀行
（MSB）に
承認

6月18日 SBV（ベトナム国家銀行）は、MSB（ベトナム海事商業格子銀行）に対し
国際基準であるバーゼルII基準を適用することを承認

 背景：
• SBVは、2014年よりバーゼルII基準の試験運用を実施するため10の
銀行を選定。すでに8行の銀行が基準の適用を承認されており今回
は9行目の承認

• Vietcombank, ACB, MB, TPBank, VPBank, VIB, OCB、
Techcombankらが既に承認取得

 承認に向けたMSBの取り組み：
• 大規模データベースからの高度な分析に基づきリスク管理モデルを
開発。銀行が積極的な決定を下し、顧客の問題に迅速に対応するの
を支援

• クレジットカード製品の潜在的顧客を特定し評価するために人工知能
を使用したビッグデータ分析に基づくリスクガバナンスモデルを採用
（2018年末～）

Viet Nam 

News

Vietnam+

https://viet

namnews.

vn/econom

y/521489/

maritime-

bank-

approved-

to-

implement

-basel-ii-

standards.

html#ox4w

E4B5hJv4

K5Vo 97

https://en.v

ietnamplus

.vn/maritim

e-bank-

recognised

-of-

meeting-

basel-ii-

standards/

154557.vn

p
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(2/6)

シンガポール金融庁（MAS）、イングランド銀行、金融行動庁は、金融セクターの
サイバーセキュリティ強化に向けた協力を発表、覚書締結に向けた作業を開始

ファイナンステーマ別情報詳細

https://sbr.com.sg/information-technology/more-news/singapore-and-uk-regulators-strengthen-cyber-security-ties
https://vietnamnews.vn/economy/521489/maritime-bank-approved-to-implement-basel-ii-standards.html#ox4wE4B5hJv4K5Vo.97
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ファイ
ナンス

マレー
シア

1-A5 My Fintech 

Week 2019
6月 ファイナンス分野の先端技術の動向や規制・標準について取り扱う

MyFintechWeek2019を開催（6月17日-21日＠クアラルンプール）
 主催者：

• Bank Negara Malaysia 

 幹事：
• MCI Management Malaysia 

 実施内容：
• 国連関係者や海外政府関係者、民間組織代表者などが
スピーカーとして参画し多様なセッションや展示を実施

myfintechwee

k.my

https://ww

w.myfintec

hweek.my/

download/

MyFW201

9-PB-

Full.pdf

825

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(3/6)

マレーシアでは、ファイナンス分野の先端技術の動向や規制・標準について取り扱う
MyFintechWeek2019を開催

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.myfintechweek.my/download/MyFW2019-PB-Full.pdf
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ファイ
ナンス

マレー
シア

1-A6 イスラム金
融サービス
委員会
（IIFSB)が
効果的なリ
スク管理（モ
ジュールII）
エグゼクティ
ブプログラ
ム講演者の
ラインナップ
を発表

6月27日 イスラム金融サービス委員会（イスラム金融の規格策定機関）が効果的
なリスク管理エグゼクティブプログラム（モジュールII）を開催
（7月17日～18日＠クアラルンプール）

 テーマ：
• イスラム銀行のための効果的なストレステストと金融セーフティネット
の導入：ガバナンスと規制順守

 目的：
• 業界のリーダーやトップマネジメント、規制当局や監督当局が新たな
リスクや新たなリスクを管理するための効果的なツール・戦略・ベスト
プラクティスに関するハイレベルディスカッションや業界経験の交換の
場の提供

 講演トピック：
• 変化する金融環境におけるイスラム金融サービスを提供する機関
（IIFS）と新たなリスク

• IIFSの新たなリスク管理
• IIFSにおける効果的なストレステストのガバナンス
• IIFSにおけるリスク管理のデジタルトランスフォーメーション
• IIFSのための効果的な金融セーフティネット
• 今後の方向性 - IFSIと金融の安定性における進化するリスクへの対
処における規制の優先事項

Islamic 

Financial 

Service Board
（IFSB)

https://ww

w.ifsb org/

press full.

php?id=48

2&submit=

more

826

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(4/6)

イスラム金融サービス委員会が効果的なリスク管理エグゼクティブプログラムを
マレーシアにて開催予定

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.ifsb.org/press_full.php?id=482&submit=more
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ファイ
ナンス

シンガ
ポール

1-A7 C-Integrity

Singapore 

Series 

2019

6月 贈収賄やサイバーリスク、マネーロンダリング発生防止・軽減を目的とし
た国際的イベント「C-Integrity Singapore Series 2019」が開催予定
（7月9日＠シンガポール）
 当イベントは、詐欺、贈収賄、サイバーリスク、およびマネーロンダリングの軽減
に焦点を当て、LegalTechおよびRegTechとの調査、紛争、および訴訟の相互
関係、相互依存について検討

 100人の専門家のための招待制、クローズドドアサミットとして開催
 重点分野：

• 規制技術と法的技術の時代におけるリスク、贈収賄、および規制コン
プライアンスの管理

• ホワイトカラーの犯罪防止と調査に関する批判的思考と
シミュレーションに関する議論と議論

• デジタル変換
• 法務、規制技術および調査技術
• 拡大、資金調達、上場に備えたGRCフレームワークの設計

 参加対象者
• 顧問弁護士
• コーポレートセクレタリー
• 最高コンプライアンス責任者
• 法務およびコンプライアンス責任者
• リスク責任者
• 調査責任者
• 金融犯罪コンプライアンス担当責任者

C-Integrity http://integ

rity-

event.com/

Singapore-

2019 html
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(5/6)

贈収賄やサイバーリスク、マネーロンダリング発生防止・軽減を目的とした
イベント「C-Integrity Singapore Series 2019」が開催予定

ファイナンステーマ別情報詳細

http://integrity-event.com/Singapore-2019.html
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ファイ
ナンス

シンガ
ポール

1-A8 Asia 

Sustainabili

ty 

Reporting 

Summit 

2019

6月 Asia Sustainability Reporting Summit 2019を開催予定
（9月4日～5日＠シンガポール）
 Sustainability Accounting Standards Board (SASB)、Climate Disclosure 

Standards Board (CDSB)等の専門家も参加し、TCFD (Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures)等に関するワークショップやラウンド
テーブル等が開催される予定

 開催場所：
• シンガポール Novotel Clarke Quay

CSRWorks 

International

https://csr

works com

/summit/

828

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(6/6)

Asia Sustainability Reporting Summit 2019がシンガポールで開催予定

ファイナンステーマ別情報詳細

https://csrworks.com/summit/
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 TCFD報告
書は、気候
関連の金融
情報開示に
関する進展
を見いだし
ているが、
財務リスク
を考慮する
には更なる
進展が必要

6月5日 金融安定理事会（FSB）は、Task Force on Climate-related Financial 

Disclosure (TCFD)による"2019 Status Report ”を発表
 レポート概要：

• 2017～2019年に渡り、8業界、142か国、1,100社以上の企業レポー
トを検討

• TCFDの勧告を実行するための企業の取り組みと、意思決定のため
の気候関連の財務開示の有用性についてのユーザーの見解を調査

• 十分な企業が意思決定に役立つ気候関連の財務情報を開示してい
ないことを懸念

 考察：
• 2016年以降、気候関連の財務情報の開示は増えているものの、投
資家にとってはまだ不十分

• 気候問題が企業の財務上に及ぼす影響を明確にする必要あり
• シナリオを使用している企業のうち、大多数は自社の戦略のレジリエ
ンスに関する情報を未開示

• 気候関連の問題を主流化するには、複数の機能の関与が必要

Mondo 

Visione

http://www.

mondovisi

one.com/m

edia-and-

resources/

news/finan

cial-

stability-

board-tcfd-

report-

finds-

encouragi

ng-

progress-

on-

climate-rel/

国際 1-O2 2019年

ステータス
レポート
気候関連
タスクフォー
ス財務情報
開示：
ステータス
レポート

6月 TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）が2019年ステータス
レポートを発出。レポート内ではTCFDの実装における課題が特定され、
その内1つは標準化された指標の不足を指摘
 TCFDの調査では、気候変動による財務上の影響についての開示を準備してい
る企業からの198件を含む485件の回答を集計

 回答内容
• 回答者の内42％が業界内で標準化された指標が不足していると
回答

• 回答者は測定基準と目標の標準化が強化されることで開示に関わる
実装上の課題が緩和されると指摘

• また、標準化の推進により企業の気候変動による財務開示の比較
可能性が向上すると指摘

TCFD https://ww

w.fsb.org/

wp-

content/upl

oads/P050

619.pdf
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(1/6)

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）が2019年のステータスレポートを発出
し、TCFD実装のための企業の取り組みや現行の課題について紹介

ファイナンステーマ別情報詳細

http://www.mondovisione.com/media-and-resources/news/financial-stability-board-tcfd-report-finds-encouraging-progress-on-climate-rel/
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050619.pdf
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ファイ
ナンス

国際 1-O3 G20は暗号

通貨に対し、
厳しいと

予想される
新しいFATF

規制の適用
を再確認

6月10日 G20における反マネーロンダリング（AML）やテロ資金供与対策（CTF)に
関し、金融活動作業部会（FATF）は、取引所などの仮想通貨サービス提
供業者に対してより厳しい内容の基準を6月中にも採択予定
 現在取引所が遵守している「Know Your Customer」（KYC）規則以上に、厳しい
規則を暗号通貨に適用予定

 Chainalysis（ブロックチェーン分析会社）発言要旨：
• 「規制変更は非現実的であり、暗号業界にとって有害である」
• G20は「現時点で暗号通貨が金融安定性に与える影響は低いものの、
マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクについては警戒してい
る」、「必要に応じ、金融安定化理事会や標準化機関による監視等の
取り組みも考えられる」と発言

CoinDesk https://ww

w.coindes

k.com/g20-

reaffirms-

it-will-

apply-

expected-

tough-

new-fatf-

rules-on-

crypto

830

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(2/6)

金融活動作業部会（FATF）は、現在取引所が遵守している「Know Your 

Customer」（KYC）規則よりも厳格な基準を暗号通貨に適用予定

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.coindesk.com/g20-reaffirms-it-will-apply-expected-tough-new-fatf-rules-on-crypto
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ファイ
ナンス

国際 1-O4 FATFは、

取引所、ファ
ンド、金融
機関に影響
を与える
グローバル
暗号通貨

セクターに
対する新規
則を発表
予定

6月12日 Financial Action Task Force（FATF）の広報担当者のAlexandra 

Wijmenga-Danielによると、FATFはデジタル資産の監督に関する文書
を発表予定（6月21日予定）
 取引所、カストディアン、ヘッジファンド等、暗号通貨やトークンを扱う幅広い事業
に対し、1,000ドルまたは1,000ユーロ以上の取引を行う顧客及び資金の受け手
に関するデータの収集及びサービス提供者との共有を要求する予定

 FATF概要：
• マネーロンダリングに対する法的、規制的、運用的措置の実施を促
進するためにG7の主導で設立された政府間組織

• マネーロンダリングおよび不正行為の資金調達と闘うための国際標
準として認識されている一連の勧告を策定、米国を含む世界中で約
200カ国で使用

 今後の予定：
• 各国の規制当局による解釈を経て、適用予定

 Jeff Horowitz（Chief compliance officer, Coinbase Coinbase）
発言要旨：
• 「この業界に銀行規制を適用すると、より多くの人々が個人対個人の
取引を行うことになり、法執行機関の透明性が低下する可能性があ
る」

 Jesse Spiro（Blockchain intelligence firm Chainalysis）発言要旨：
• 「FATFのガイダンスが業界に必要である」

Cointelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

fatf-to-

release-

new-rules-

for-global-

crypto-

sector-

impacting-

exchanges

-funds-

custodians

831

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(3/6)

Financial Action Task Force（FATF）は、デジタル資産の監督に関する文書を発表
し、データの取扱い等の要求を規定する予定

ファイナンステーマ別情報詳細

https://cointelegraph.com/news/fatf-to-release-new-rules-for-global-crypto-sector-impacting-exchanges-funds-custodians
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ファイ
ナンス

国際 1-O5 大手銀行が
IMOのGHG
削減目標達
成を支援す
るため、出
荷に関する
新たな貸付
基準を設定

6月19日 11の主要海運銀行が、海上輸送における脱炭素化を奨励するため、
気候変動への配慮を融資決定に初めて統合するとの共同声明と発表
 ポートフォリオの気候整合性を評価および開示するための世界的な枠組みであ
るポセイドン原則（Poseidon Principles）を採用

 Lloyd‘s Register CEO Alastair Marsh氏コメント：
• 「ポセイドン原則の導入は、船舶ファイナンスが海運のバリューチェー
ン全体にわたり脱炭素化を図る挑戦を支援するとともに、エネルギー
転換のような他要因も促進させる」

S&P Global 

Platts

https://ww

w.spglobal

.com/platts

/en/market

-

insights/lat

est-

news/ship

ping/0619

19-major-

banks-set-

new-

lending-

standards-

for-

shipping-

to-aid-

imos-ghg-

cuts-target

832

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(4/6)

11の主要海運銀行が、海上輸送における脱炭素化を奨励するため、
気候変動への配慮を融資決定に組み込む旨の共同声明を発表

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/shipping/061919-major-banks-set-new-lending-standards-for-shipping-to-aid-imos-ghg-cuts-target
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ファイ
ナンス

国際 1-O6 気候変動の
影響を

管理：適応
のための
最初の国際
標準を発行

6月25日 ISO 14090 「Adaptation to climate change — Principles, 

requirements and guidelines」が発行
 策定委員会の概要：

• ISO/TC 207/SC 7「Greenhouse gas management and related 

activities, Greenhouse gas management and related activities」
• 幹事国：SAC（中国）、SCC（カナダ）

 ISO14090概要：
• 気候変動分野における初のISO規格であり、組織が気候変動の影響
を評価し、適切に対応するための計画立案を補足

• 気候変動行動に関する国連の持続可能な開発目標（SDG 13）に直
接貢献

 John Dora氏 (Co-Convenor of the WG)発言要旨：
• 「予期せぬ天気や気温の変化等の気候変動の影響が、インフラストラ
クチャの損傷や事業の中断等、組織の収益に大きく影響する可能性
があり、バリューチェーン全体の意思決定に役立つ」

 Liang Sun氏 (Co-Convenor)発言要旨：
• 「組織が資源の利用や新たな収入源を最大化するための潜在的な
機会を見つけるのにも役立つ」

 今後の予定：
• 当該規格を包括的な規格とし、以下規格の内容を含む詳細なガイド
ラインの発行を予定

• ISO 14091 「Adaptation to climate change — Vulnerability, 

impacts and risk assessment」
• ISO 14092 「GHG Management and related activities」

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref240

5 html

833

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(5/6)

ISOは、気候変動分野において初のISO規格となるISO 14090 「Adaptation to 

climate change — Principles, requirements and guidelines」を発行

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2405.html
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ファイ
ナンス

国際 1-O7 第3回AI for 

Good 

Global 

Summitが
「AIコモン
ズ」を創出

6月6日 第3回AI for Good Global Summitを開催（2019年5月28日～31日＠
ジュネーブ）
 サミットでは教育、医療、福祉、社会経済的平等、宇宙研究、スマートかつ安全
なモビリティなどの分野におけるAIプロジェクトに焦点を当て、国連の持続可能な
開発目標に向け進歩を加速させるためのAIの実用的な応用例プロジェクトを数
多く展示

 出席者は「AI for Good」プロジェクトの開発と適用の促進には、「AI Commons」
のように知識の共有、データ、リソース及び問題解決アプローチが提供される共
通インフラが必要であることに同意

 サミット目的：
• AIのイノベーターと公共及び民間の意思決定者を結びつけ、「AI for 

Good」の効果を最大化するためのコラボレーションを構築
 AI for Goodシリーズ概要：

• AIに関する包括的な対話のための主要な国連プラットフォーム
• 国際電気通信連合（ITU）、国連情報通信技術専門機関（ICT）が主
催し、XPRIZE財団、コンピュータ機械工業会（ACM）、および37の姉
妹国連機関が支援

 AI Commons概要：
• ITUやXPRIZE財団、IEEE標準化協会等23団体が支援するイニシア
チブ

• コラボレーションのためのオープンフレームワーク、AIによる問題解
決を民主化するための分散システムを提供

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR10.aspx

834

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(6/6)

ITUでは、医療、福祉、社会経済的平等、宇宙研究、モビリティ等分野におけるAIプロ
ジェクトに焦点を当てたAI for Good Global Summitを開催

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR10.aspx
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ヘルス
ケア

欧州 2-E1 IVDおよび
MD規制の
標準化要求
における
MedTech 

Europeの
立場

6月6日 MedTech Europeは、体外診断用医療機器（IVD）および医療機器
（MD）に関する欧州委員会（EC）の標準化要求への立場を発表

 意見概要：
• IVDおよびMDの規則実施のための調和を支持
• 柔軟性の制限、調達、および予測されるタイミング等、現在提案され
ているプロセスにおける懸念点を概説

• MedTechメンバー、認証機関、国家標準化機関に対し、懸念点を
ECに提起し、ヘルスケアシステムの完全性の支持を呼びかけ

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations 

(MedTech 

Europe)

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/medtec

h-europes-

position-

on-the-

standardis

ation-

request-

for-the-ivd-

and-md-

regulations

/

欧州 2-E2 MDRラベル
のシンボル
に関する
MedTech 

Europeの
ガイダンス
が公開

6月6日 MedTech Europe (MTE) Labelling WG が、MDRの実施を容易にす
るための
グラフィックシンボルに関するガイダンスを発行
 医療従事者、患者、業界の専門家が、複数地域の国際標準に従って、シンボル
を検証

 シンボルはISOに提出されており、ISO 15223-1の改訂作業において考慮

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations 

(MedTech 

Europe)

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/medtec

h-europe-

guidance-

on-

symbols-

for-mdr-

labels-is-

published/

836

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/9)

MedTech Europeは、体外診断用医療機器（IVD）および医療機器（MD）に関する
EC（欧州委員会）の標準化要求に対する立場を発表

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europes-position-on-the-standardisation-request-for-the-ivd-and-md-regulations/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europe-guidance-on-symbols-for-mdr-labels-is-published/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E3 患者問題の
有害事象
コードの
公開

6月6日 国際医療機器規制者フォーラム（IMDRF）によって開発された有害事象
コードは、2019年1月1日から1年間の移行期間を経て、2020年1月1日
から欧州安全性監視報告書にて施行予定
 新しい有害事象コードのセットはIMDRFのウェブサイトで公開、6月より移行期間
が開始されるため、製造業者は自社のコードより置き換えが必要

 新コードセット概要：
• Event-type codes (published in April 2017)

• IMDRF Medical device problem codes (Annex A) + reference 

mapping

• Evaluation codes / IMDRF Cause investigation (published in 

October 2017)

• Type of investigation (Annex B - 1 level) + reference mapping

• Investigation findings (Annex C - 3 levels) + reference mapping

• Investigation conclusion (Annex D - 2 level) + reference mapping

• Patient outcome codes / IMDRF Patient Problem (published in 

June 2019)

• Clinical signs, symptoms, and conditions (Annex E)

• Health impact (Annex F)

• IMDRF Component codes (planned publication ~in Q2 2020)

• Component codes (Annex G)

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations 

(MedTech 

Europe)

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/patient-

problem-

adverse-

event-

codes-

published/

837

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/9)

国際医療機器規制者フォーラム（IMDRF）によって開発された有害事象コードは、
2020年より欧州安全性監視報告書において施行される予定

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/patient-problem-adverse-event-codes-published/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E4 欧州医療

機器データ
ベース
（EUDAME

D）

6月6日 欧州委員会（EC）は来る欧州医療機器データベース（EUDAMED）の実
装に向け、情報の集約を目的としたWebサイトを立ち上げ

 掲載予定内容：
• Latest version of the Eudamed functional specifications (v4.1)

• MDR UDI and device data sets and IVDR UDI and device data 

sets to be registered in Eudamed and the UDI and device data 

dictionary

• Data exchange guidelines

• a set of documents related to Machine-to-machine (M2M) data 

exchange

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations 

(MedTech 

Europe)

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/europe

an-

database-

on-

medical-

devices-

eudamed/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/9)

欧州委員会（EC）は欧州医療機器データベース（EUDAMED）の実装に向け、
情報集約を目的としたWebサイトを立ち上げ

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/european-database-on-medical-devices-eudamed/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 EU MDR：
COCIRは
通知機関、
猶予期間に
関する勧告
を提供

6月7日 The European Coordination Committee of the Radiological, 

Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR) は欧州の医療
機器規制に関しポジションペーパーを発行
 現在指定されているBSI UK とTÜV SÜDの2つの通知機関のみでは、不十分で
ある旨を指摘

 International Medical Device Regulators Forum’s (IMDRF) に基づき発行
されるMedical Device Single Audit Program (MDSAP) が通知機関不足を補う
可能性を示唆

 ペーパー概要：
• 2018年11月の評価時より、大きな進歩が見られない旨を強調
• 通知機関含め、9つの項目について評価を実施

• Unique Device Identification(UDI)

• European database for medical device 

• Harmonised standards

• Transitional provisions

• Clinical evaluation and investigations

• Medical software

• Post market surveillance and vigilance

• Economic operators

• Notified Bodies

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society 

(RAPS)

https://ww

w.raps org/

news-and-

articles/ne

ws-

articles/20

19/6/eu-

mdr-cocir-

offers-

recommen

dations-

on-

notified-b

839

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/9)

COCIRは、欧州の医療機器規制に対するポジションペーパーを発行し、現行指定さ
れる通知機関のみでは不十分である旨指摘

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2019/6/eu-mdr-cocir-offers-recommendations-on-notified-b
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ヘルス
ケア

欧州 2-E6 EUは新医

療技術規制
への移行に
向け、機器
固有識別
番号（UDI）
発行機関を
任命

6月11日 欧州委員会（EC)は、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器規
則（MDR）の実行に向け、固有識別番号発行を行う4機関を任命

 任命機関：
• GS1

• Health Industry Business Communications Council (HIBCC)

• International Council for Commonality in Blood Banking 

Automation (ICCBBA)

• Informationsstelle für Arzneispezialitäten

MedTech Dive https://ww

w.medtech

dive.com/n

ews/eu-

names-

udi-

issuers-in-

move-to-

new-

medtech-

regs/5565

92/

欧州 2-E7 EN 16868：
2019で、
アレルギー
シーズンを
安全に通過

6月12日 CENは、空中花粉粒と真菌胞子が引き起こすアレルギーリスクについて、
EN 16868：2019「外気ー浮遊花粉粒アレルギーに関連する空中花粉粒
と真菌胞子のサンプリングおよび分析ーVolumetric Hirst法」を策定

 規格概要：
• Volumetric Hirst法を用いた、大気中の浮遊花粉粒および真菌胞子
の濃度を分析する手順を規定

• 共通言語となる規格の策定により、欧州の30か国以上、400以上の
花粉観測ステーションの連携強化を目指す

 背景：
• EN 16868：2019は、CEN / TC 264「大気質」が開発し、現在は
ドイツ規格協会（DIN）が幹事を担当

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https://ww

w.cen eu/n

ews/brief-

news/Pag

es/EN-

2019-

026.aspx

840

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/9)

EC（欧州委員会）は、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器規則（MDR）
の実行に向け、固有識別番号（UDI）発行を行う4機関を任命

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtechdive.com/news/eu-names-udi-issuers-in-move-to-new-medtech-regs/556592/
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/EN-2019-026.aspx
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ヘルス
ケア

欧州 2-E8 ドイツ、アイ
ルランド、
EUに機器
規制への
準備評価を
催促

6月12日 ドイツとアイルランドの代表団は、欧州の医療機器に関する新規制に関し、
通知機関の利用可能性とキャパシティに対する懸念を提起
 ドイツとアイルランドは欧州の主要医療機器輸出国であり、2020年5月に施行さ
れる規制の準備状況に懸念を示すレポートを提出、the Employment, Social 

Policy, Health and Consumer Affairs Councilで議論
 レポート内の指摘は、MedTech Europe等の業界団体も以前より指摘

 概要：
• BSI UKとTÜVSÜDの2機関が通知機関として指定されているものの、

EUは4月現在で38の申請があることを発表、通知機関のキャパシ
ティが不足する可能性

• キャパシティの不足により、新規則を順守できない製造メーカーが
発生する可能性

 今後の予定：
• ドイツとアイルランドは、2019年末までに詳細の議論を要求予定

MedTech Dive https://ww

w.medtech

dive.com/n

ews/germa

ny-ireland-

push-eu-

to-

immediatel

y-assess-

device-

regs-

preparedn

ess/55669

8/

欧州 2-E9 英国の通知
機関はEU 

MDR/IVDR

に申請せず

6月12日 ロンドンのLloyd's Register Quality Assurance (LRQA)は、欧州の
現在の医療機器規則の通知機関サービスを取り下げ、新しい医療機器
の通知機関（NB）にも申請しないと発表

 Claire Ruggiero氏（Customer experience director, LRQA）発言要旨：
• 「現状の欧州の市場を踏まえ、戦略的にサービスを撤退することにし
た。混乱を最小限に抑えるため、クライアントに代替NBの選択と移行
活動を支援するチームを設立し、要求された30日ではなく90日の通
知を提供する」

 今後の予定：
• LRQAはISO 13485及びInternational Medical Device Regulators 

Forum’s Medical Device Single Audit Program (MDSAP)に関連
する第三者認証サービスの提供を示唆

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society 

(RAPS)

https://ww

w.raps org/

news-and-

articles/ne

ws-

articles/20

19/6/uk-

nb-will-not-

apply-for-

eu-mdrivdr

841

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/9)

ドイツとアイルランドの代表団は、欧州の医療機器規制施行に際しての、通知機関の
キャパシティ不足を指摘

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtechdive.com/news/germany-ireland-push-eu-to-immediately-assess-device-regs-preparedness/556698/
https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2019/6/uk-nb-will-not-apply-for-eu-mdrivdr
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ヘルス
ケア

欧州 2-E10 ECは、新/

改訂MDR / 

IVDR規格

に関する
フィードバッ
クを募集中

6月28日 欧州委員会（EC）は、MDR（欧州医療機器規則）／IVDR（欧州体外診断
用医療機器規則）に関連する規格の改訂及び新規作成に対する要求
草案へのフィードバックを要求

 概要：
• ECは、CEN及びCENELECに対し、MDR／IVDRに即した現規格の
改訂及び新規作成を要求

• 標準化要求草案に対するフィードバックを募集（7月25日まで）
• MDR： 改訂が必要な規格は57つ、新規作成が必要な規格は6つ
• IVDR： 改訂が必要な規格は39つ、新規作成が必要な規格は4つ

 今後の予定：
• CENとCENELECは、ECの標準化要求の草案を受領日から1か月
以内に承認

• CENとCENELECの共同作業計画もECへ提出される予定

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society 

(RAPS)

https://ww

w.raps org/

news-and-

articles/ne

ws-

articles/20

19/6/ec-

seeks-

feedback-

on-new-

and-

revised-

mdrivdr-

stan

欧州 2-E11 Design for 

All 規格に
関する
ANEC-EDF

ウェビナー

6月 ANECは、アイルランド国家標準化機関及びEuropean Disability 

Forumと共同で、欧州規格EN 17161及び欧州委員会（EC）マンデート
M/473に関するウェビナーを開催（5月21日）

 EN17161概要：
• ECマンデートM/473”Design For All”を受け、“Design for All -

Accessibility following a Design for All approach in products, 

goods and services - Extending the range of users”として制定

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n (ANEC)

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers/819-

be-prompt-

anec-

enewslette

r-ed-5-

2019
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/9)

EC（欧州委員会）は、MDR（欧州医療機器規則）／IVDR（欧州体外診断用医療機器
規則）関連規格の改訂及び新規作成に対する要求草案へのフィードバックを要求

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2019/6/ec-seeks-feedback-on-new-and-revised-mdrivdr-stan
https://www.anec.eu/publications/newsletters/819-be-prompt-anec-enewsletter-ed-5-2019
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E12 AALは

ヨーロッパ
の高齢化
社会に
解決策を
提供

6月24日 DKEがAAL（Active Assisted Living）会議を開催し、60人以上の欧州
各国及び日本の専門家がAALの可能性について討議
 AAL会議はDKEにて開催されたIEC / SyC AAL会議の一部であり、AAL分野に
おける国際規格策定に取り組み中

 AAL会議概要（抜粋）：
• オーストリア技術研究所 (AIT)による最近の研究「AAL技術上の
ユーザの視点と態度」の成果を発表

• その他様々なヨーロッパ諸国と日本でのプロジェクトを紹介

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/aal-

bietet-

loesungen

-fuer-eine-

alternde-

gesellscha

ft-in-

europa

欧州 2-E13 エコデザイ
ンとエネル
ギーラベリ
ング標準化
の中心にあ
る消費者：
CENと
CENELEC

がEUSEW 

2019中に
会議を主催

6月25日 CENとCENELECはCoolproductsキャンペーンとともに、イベント
「エコデザインとエネルギーラベル：消費者のための基準の設定」を開催
（6月20日＠ブリュッセル）
 欧州持続可能エネルギー週間（EUSEW）の期間内に、エコデザインおよびエネ
ルギーラベリング方針を支援するための欧州標準化の役割に特化した特別
イベントを開催

 エコデザインとエネルギーラベリング関して3つのパネルを実施
 パネルテーマ：

• １．消費者関連製品試験規格
• ２．エネルギー関連製品における物質効率の側面
• ３．将来のEU製品政策及びその影響と課題

 Coolproducts キャンペーン：
• EUの複数のNGOより構成される連合"Coolproducts EU"が実施し
ているキャンペーン。EU環境庁とECOSが主導し、エコデザインと
エネルギーラベルがEUの人々と環境に役立つことを確実にすること
を目的として活動を実施

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)Comité 

Européen de 

Normalisation 

Electrotechniq

ue 

(CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief ne

ws/Pages/

TN-2019-

042.aspx

843

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(8/9)

DKEがAAL（Active Assisted Living）会議を開催し、60人以上の欧州及び日本の
専門家がAALの可能性について討議

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/aal-bietet-loesungen-fuer-eine-alternde-gesellschaft-in-europa
https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-042.aspx
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ヘルス
ケア

欧州 2-E14 スマートバ
イオエレクト
ロニクスと
ウェアラブ
ルシステム
に関する
ワークショッ
プ

6月20日 欧州委員会はスマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに
関するワークショップを開催予定（10月22日～23日）
 ワークショップはバイオエレクトロニクス、バイオフォトニクス、フレキシブルウェア
ラブルエレクトロニクスに重点を置いた内容となる予定

 イベント目的：
• バイオエレクトロニクスおよびマイクロ - ナノ - バイオシステム、ならび
にフレキシブル/プリント/ウェアラブルエレクトロニクス分野の重要性
の周知

• 上記技術とAI、高性能コンピューティング、エッジコンピューティング、
IoT、ビッグデータ、サイバーセキュリティ等の技術や政策動向との
結びつきを解説

• 欧州の競争力と主要な社会的課題への取り組みを解説
 イベント内容：

• 1日目：成功例を複数列挙し、市場・業界・技術・生産の強みと可能性、
バリューチェーンとエコシステムについて基調講演とディスカッション
を実施

• 2日目：フレキシブルウェアラブルエレクトロニクスの明確な位置付け、
イノベーションと社会経済的影響に対する障壁を克服するための
推奨事項を説明

欧州委員会
(EC)

https://ec e

uropa eu/d

igital-

single-

market/en/

news/work

shop-

smart-

bioelectron

ic-and-

wearable-

systems

844

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(9/9)

EC（欧州委員会）はスマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに関する
ワークショップを開催予定

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-smart-bioelectronic-and-wearable-systems
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 ASCOは癌

医療を改善
するために
電子健康
記録基準を
試験的に
導入

6月3日 米国臨床腫瘍学会（ASCO）は電子カルテデータをコア技術仕様
「mCODE (Minimal Common Oncology Data Elements)」に基づき
整備を開始

 背景：
• 米国には1,500万人のがん患者がいるものの、多くの電子カルテシス
テムで異なる形式でデータを収集するため、互換性が欠如

 mCODE概要：
• ASCO、CancerLinQ（ASCOの非営利子会社）、およびOncology 

FoundationのAlliance for Clinical Trialsの間の共同事業
• 規格と使用はオンラインで公開
• 共通のデータ言語及びオープンソースのデータモデルを公開
• Partner's Healthcare(ボストン）やIntermountain Healthcare（ソルト
レイクシティ）等、米国中のがんセンターで試験運用

Pharmaphoru

m

https://pha

rmaphoru

m.com/ne

ws/asco-

pilots-

electronic-

health-

record-

standards-

to-

improve-

cancer-

care/

米国 2-U2 ヘルスケア
規則におけ
る相互運用
性の提案は、
「絶対不可
欠な第一
歩」

6月5日 Laura Esserman, M.D., Director of the University of California, 

San Francisco, Breast Care Centerは、保健福祉省のヘルスケア業
界の規則策定の提案を、相互運用性向上のための「本質的な第一歩」と
して位置づけ
 Esserman氏は、一例として、Health Level Sevenによって開発されたFast 

Healthcare Interoperability Resources（FHIR）医療情報標準の使用可能性を
示唆

Search Health 

IT

https://sear

chhealthit.t

echtarget.c

om/feature

/National-

health-IT-

coordinato

r-

discusses-

interopera

bility-in-

healthcare

845

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/5)

ASCO（米国臨床腫瘍学会）は電子カルテデータをコア技術仕様
mCODE （Minimal Common Oncology Data Elements）に基づき整備を開始

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://pharmaphorum.com/news/asco-pilots-electronic-health-record-standards-to-improve-cancer-care/
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ヘルス
ケア

米国 2-U3 Somnowar

e Thought 

Leaderが
Global 

Healthcare 

Interoperab

ility 

Conferenc

で講演

6月5日 デジタルヘルスケア技術の大手プロバイダであるSomnowareは、
ハワイ州ホノルルで開催されたAsia-Pacific Sleep Specialists 

(NAPSS) conferenceで講演
 ヘルスケア業界の相互運用性向上の第一人者であるIrene Dilinila氏は、業界の
データの相互運用性向上に向け、Health Level 7（HL7）国際規格が果たす重要
な役割について示唆

CISION https://ww

w.prweb.c

om/releas

es/somno

ware thou

ght leader

speaks a

t global h

ealthcare i

nteroperab

ility confer

ence/prwe

b1635844

8 htm

米国 2-U4 ANSIは
NISTの人

工知能標準
に関する
情報要求に
回答

6月7日 ANSIは、米国商務省（DOC）の米国標準技術局（NIST）からのAIの技術
標準に関する情報要求（RFI）に回答
 2019年2月11日のAIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領令
（EO）に準拠し、AIの技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、および機会、
ならびにAI標準関連の活動に連邦が関与するための優先分野についてのコメン
トを要望

 EO内容：
• AI技術を使用する信頼性があり、堅牢で信頼できるシステムをサ
ポートするための技術標準と関連ツールの開発における連邦政府の
関与のための計画を作成するようNISTに指示

 回答の内容：
• ANSIはNISTに対し、ANSIのAIに関する標準策定の取組について言
及した上で、AIの技術標準策定にあたっては、技術的および社会的
側面の双方に関連するあらゆる問題を検討することを奨励

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

a94bdf6c-

bff3-47ee-

8cbd-

c496a052

049c

846

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/5)

ANSIは、NIST（米国標準技術局）からのAI技術標準に関する情報要求（RFI）に回答

ヘルスケアテーマ別情報詳細

file://jptct0603/Job/01_Project/02_Client/104563_経済産業省/Project/104563_19505_00_平成31年度産業標準化推進事業（海外標準化動向の把握・分析）/中間生産物/4_個人フォルダ/Tanabe/01_作業中/02_6月月次/04_PPT転記/20190709_6月次レポート情報一覧_ver03st.xlsx
file://jptct0603/Job/01_Project/02_Client/104563_経済産業省/Project/104563_19505_00_平成31年度産業標準化推進事業（海外標準化動向の把握・分析）/中間生産物/4_個人フォルダ/Tanabe/01_作業中/02_6月月次/04_PPT転記/20190709_6月次レポート情報一覧_ver03st.xlsx
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ヘルス
ケア

米国 2-U5 ASTM 

Internation

al は “Exo” 

Technologi

es Center 

of

Excellence

の提案を
募集

6月12日 ASTM は、急成長中の外骨格およびパワースーツ業界（Exo）をサポート
するためのCenter of Excellence（CoE）の立ち上げに当たり、提案を
募集（6月12日）
 採用された提案に対し、資金及び現物での支援を含め、年間最大25万ドル、
最大5年間の支援を付与

 背景：
• Exoテクノロジーの標準発行開始を目的に設立された、ASTMの新
委員会（F48）が急成長

• 2年間で、ボーイングやBMWなどの大企業、スタートアップ、政府機
関など約150のメンバーを含む6つの小委員会を立ち上げ

 設立目的：
• CoEが以下機能を保有することを期待

• 革新的な研究開発のスポンサー
• 知識と才能の中央リポジトリ
• 教育訓練のグローバルハブ
• 共通の課題を議論するための中立フォーラム
• コミュニティリソースのライブラリ
• グローバルパートナーシップのコーディネーター

 募集詳細：
• 提案は、重大な知識ギャップの補填、標準化の推進、連携の推進、
主要セクターとの連携、研究開発関係者間の相乗効果の促進、等
の項目で評価

• 以下スケジュールを想定
• Letter of intentの提出（6月27日）
• 質問の提出（6月28日）
• 申請者のための情報提供ウェビナー配信（7月2日）
• 提案の最終提出（7月29日）
• 採用提案の最終発表（9月）

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-seeks-

proposals-

%E2%80

%9Cexo%

E2%80%9

D-

technologi

es-center-

excellence

847

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/5)

ASTM は、Exo業界（外骨格／パワースーツ）のCoE（Center of Excellence）
立ち上げに当たり、提案を募集

ヘルスケアテーマ別情報詳細

file://jptct0603/Job/01_Project/02_Client/104563_経済産業省/Project/104563_19505_00_平成31年度産業標準化推進事業（海外標準化動向の把握・分析）/中間生産物/4_個人フォルダ/Tanabe/01_作業中/02_6月月次/04_PPT転記/20190709_6月次レポート情報一覧_ver03st.xlsx
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ヘルス
ケア

米国 2-U6 自主的な

規格が範囲
をカバー：

モデルベー
スエンタプラ
イズから

ヘルスケア
サプライ
ヤーの信用
確認まで

6月14日 ANSIは、ANSIメンバー/SDOによる、グローバル及び国内で推進されて
いる規格イニシアチブの取組みを紹介
 モデルベースエンタープライズ（MBEs）及びヘルスケアサプライヤー分野におけ
る取組みを紹介

 モデルベースエンタープライズ（MBEs）分野における取組み概要：
• MBEsは製品製造に必要な全ての情報を含んだ3Dモデルであり、

2D図面からの置換えによる、コスト及び廃棄物削減、品質及び効率
の向上が期待

• ASMEが3Dモデルに含まれる情報を体系化するためのスキームを
確立。MBEの設計開発の取り組みの基盤とすることを目的に、
ASME Y14.47-2019規格を開発

 ヘルスケアサプライヤー分野における取組み概要：
• ヘルスケアサプライヤーの代表者は、医療施設に頻繁に訪問する必
要があり、経歴や信用等の確認が必要とされているが、時間を要す
ることから確認事項に係る共通の基準が必要

• NEMAは、サプライヤーチェックのガイドとして、犯罪歴、医療検査、
予防接種、薬物歴、及び適切な訓練等の確認を定めた規格「ANSI / 

NEMA SC 1-2019:Supplier Credentialing in Healthcare」を開発

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

cd60cc97-

b75b-

4241-

b35c-

8d8387bd

7b6f

848

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/5)

ANSIは、ANSIメンバー/SDOによる、モデルベースエンタープライズ（MBEs）及びヘ
ルスケアサプライヤーに係る国内外の規格イニシアチブの取組みを紹介

ヘルスケアテーマ別情報詳細

file://jptct0603/Job/01_Project/02_Client/104563_経済産業省/Project/104563_19505_00_平成31年度産業標準化推進事業（海外標準化動向の把握・分析）/中間生産物/4_個人フォルダ/Tanabe/01_作業中/02_6月月次/04_PPT転記/20190709_6月次レポート情報一覧_ver03st.xlsx
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ヘルス
ケア

米国 2-U7 SPECTス
キャナの
性能パラ
メータの
測定方法を
標準化

6月24日 NEMAは、SPECTスキャナーの性能パラメーターの測定及び報告方法
を定めた規格「NEMA NU 1-2018 Performance Measurements of 

Single Photon Emission Computed Tomograph (SPECT)」を発行
 概要：

• スキャナーの技術進歩に合わせて、SPECT/CTシステム、ピクセル
検出器、及び文書の詳細な文言を更新

 Jean-Paul Bouhnik氏 （Chief Physicist, Molecular Imaging, GE 

Healthcare）発言要旨：
• 「NU 1-2018は、SPECT / CTシステム及び、CZTのようなピクセル検
出器との客観的比較等、SPECT分野における新しい技術を取り扱っ
ている」

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://www

nema.org/n

ews/Pages/

Standard-

Defines-

Measureme

nt-Methods-

for-

Performanc

e-

Parameters

-of-SPECT-

Scanners.a

spx

米国 2-U8 Global City 

Teams 

Challenge 

Smart and 

Secure City 

Expo が7月
10〜12日に
ワシントン
DCで開催

6月20日 NISTを含むGlobal City Teams Challenge（GCTC）がSmart and 

Secure City Expo を開催（7月10～12日＠ワシントン 予定）
 Expo概要：

• 米国商務省国家電気通信情報庁（NTIA）、国土安全保障省化学技
術局（DHS S&T）、NISTが共同で開催

• 健康、農業、ビル管理、公共安全、交通、等における問題解決への
ネットワーク及びIoTの活用を議論

 GCTC概要：
• 2014年にNISTが中心となり開始した産官学の取り組み
• Cyber-Physical Systems (CPS) やIoT等、スマートシティ関連技術
の活用、発展、関連規格の発展を志向

米国標準技
術局 (NIST)

https://www

nist.gov/ne

ws-

events/new

s/2019/06/g

lobal-city-

teams-

challenge-

smart-and-

secure-city-

expo-

convenes-

july-10-12

849

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/5)

NEMAは、SPECTスキャナーの性能パラメーター測定及び報告方法に係る規格を
技術進歩に合わせ更新し、発行

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.nema.org/news/Pages/Standard-Defines-Measurement-Methods-for-Performance-Parameters-of-SPECT-Scanners.aspx
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/global-city-teams-challenge-smart-and-secure-city-expo-convenes-july-10-12
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参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C1 中国電子技
術標準化研
究院がダッ
ソー・システ
ムズとの戦
略的協力枠
組み協定に
署名

6月17日 中国電子技術標準化研究院がダッソー・システムズと戦略的協力枠組み
協定に署名（6月4日）

 目的：
• ビルディングインフォメーションモデル（BIM）などの産業用ソフト
ウェアの標準化の促進

• 標準開発、検証および試験の促進及び国際標準化の積極的な検討・
促進するための双方のリソース及びベストプラクティスの活用

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5153.ht

ml

中国 2-C2 ロボット用リ
チウム電池
業界標準に
関する初回
の意見募集
に関する
お知らせ

6月19日 CESIはサービスロボット用のリチウムイオン電池とバッテリーのための
一般仕様書に関する意見募集を開始（7月18日締め切り）
 ロボット用リチウム電池規格原案作成グループが電子工業規格SJ / Txxxxx-

xxxx「リチウムイオン電池およびサービスロボット用電池の一般仕様」（2018-

1360T-SJ）の第1草稿を作成し、意見を募集中であると発表
 今後のスケジュール：

• 原案作成グループは意見を受け、草稿について協議する会議を
2019年8月に開催予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5201.ht

ml

中国 2-C3 バイタル

サイン認識
装置テスト
活動への
参加ユニッ
ト参加に
関するお知
らせ

6月24日 CESIは、新規規格策定に必要なバイタルサイン認識装置テストの
参加者を募集
 中国電子技術標準化研究所は2つの国内規格の策定を主導しており、規格に関
連するバイタルサイン認識装置の技術的指標を決定すべく、テストへの参加者を
募集

 策定中の規格：
• 「IoTバイタルサイン認識装置の一般的な技術要件」
（計画番号：20181805-T-469）

• 「IoTバイタルサイン認識装置のデータインターフェース仕様」
（計画番号：20181806-T-469）

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5209.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/4)

CESI（中国電子技術標準化研究院）がダッソー・システムズと戦略的協力枠組み
協定に署名

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201906/5153.html
http://www.cesi.cn/201906/5201.html
http://www.cesi.cn/201906/5209.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C4 IDTが中国

の医療シー
ケンス企業
ChosenMe

dと戦略的
提携を締結

6月27日 米国のIntegrated DNA Technologiesと中国の医療シーケンス企業
ChosenMed Technologyが戦略的提携を締結（6月27日）
 中国の政府部門が率いる中国癌ゲノムアトラス（CGAC）プロジェクトの一環で
ある大規模な全癌パネルの研究開発に協力

 提携とCGACプロジェクトを通じ、両者は協力して、中国における次世代
シーケンス（NGS）ベースの癌診断、治療に関する将来の基準を構築予定

BioSpace https://www

biospace c

om/article/-

idt-signs-

strategic-

partnership-

with-

chinese-

medical-

sequencing

-firm-

chosenmed

/

中国 2-C5 なぜ中国の
データ規制
が企業に
とってコンプ
ライアンス
の悪夢なの
か

6月27日 上海のアメリカ商工会議所（AmCham）が中国の個人情報規制が、
データの保護にほとんど役立たず、代わりに業務の流れに害を及ぼすと
の報告書を発表
 2018年5月に公布された企業の個人情報収集・処理方法に関するガイドライン
「Personal Information Security Specification」は、中国の規格策定機関によっ
て「推奨」として分類されている一方、規制当局は法律として従わなければならな
いと指摘していることに言及

 分野固有のあいまいさもあり、医療患者データのどの部分を匿名化する必要が
あるのかが不明確な医療分野のように、データを完全に匿名化するとヘルスケ
アの研究開発目的には役に立たないと指摘

 EUがGDPRにおいて実施したように、法律のドラフト作成において、企業の意見
を取り入れるためのより多くのチャネルを提供すべきであると提案

The Diplomat https://thed

iplomat co

m/2019/06

/why-

chinas-

data-

regulations

-are-a-

complianc

e-

nightmare-

for-

companies

/

851

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/4)

米Integrated DNA Technologiesと中ChosenMed Technologyが次世代シーケンス
（NGS）ベースの癌診断、治療に関する基準策定に向けた戦略的提携を締結

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.biospace.com/article/-idt-signs-strategic-partnership-with-chinese-medical-sequencing-firm-chosenmed/
https://thediplomat.com/2019/06/why-chinas-data-regulations-are-a-compliance-nightmare-for-companies/
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ヘルス
ケア

中国 2-C6 IoT技術と

規格サミット
フォーラムを
共催

6月11日 IoT技術と標準化サミットフォーラムを開催（5月29日＠重慶）
 フォーラムは、中国電子技術標準化研究所と重慶郵政大学との共催で、

ISO/IEC JTC1/SC 41（IoT及び関連技術ワーキンググループ）とあわせて開催
 IoT技術、標準およびアプリケーションを含むIoT産業の発展に焦点を当て、国内
外のIoT分野の専門家に対してオープンなコミュニケーションプラットフォームを
提供

 テーマ：
• IoTの最新の技術、標準、および応用

 参加者：
• 中国、米国、韓国、カナダ、ドイツのIoT専門家及びビジネスの代表者

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5144.ht

ml

中国 2-C7 家電及び
軽工業標準
技術産業

研究院が
IEC / TC61

の第99回
セッションに
参加

6月7日 CEARI（家電及び軽工業標準技術産業研究院）がIEC / TC61の第99回
セッションに参加（6月3日～7日＠スロベニア）
 第99回IEC / TC61家庭用およびその他の電気機器の安全に関する委員会総会
に参加

 参加者：
• 27カ国からの代表者及び業界の上級エキスパート（約100名）
• CEARIが家電分野の専門家15人を中国代表団として組織

 決定事項：
• 中国が提案したIEC 60335-2-62 「家庭用およびこれに類する電気
機器用の安全な商業用すすぎタンクの特別要件」をFDISとして承認。
2020年に発行予定

家電及び軽工
業標準技術産
業研究院
(SAC/TC46)

http://www.

cheari.ac.cn

/index php/

Show/cid/1

4/aid/501

852

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/4)

CEARI（家電及び軽工業標準技術産業研究院）は、第99回IEC/TC61セッションに
参加

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201906/5144.html
http://www.cheari.ac.cn/index.php/Show/cid/14/aid/501
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ヘルス
ケア

中国 2-C8 中国電子

技術標準化
研究院はイ
ンテリジェン
トオーディオ
テクノロジー
と市場の

未来フォー
ラムに参加

6月17日 CESAsia展覧会「インテリジェントオーディオ技術と市場の未来」フォーラ
ムにてCESIが団体標準「Intelligent Speaker Technical 

Specifications」の主な内容と業界への応用について報告（6月13日）
 スマートスピーカーなどのオーディオ製品に関する標準に関する研究開発と試験
技術研究の成果を紹介

 規格策定背景：
• CESIと中国電子オーディオ工業会がグループ規格の開発を開始す
るために30以上の企業と機関を組織（2018年5月）

• 約1年の研究開発を経て、2019年4月に規格を正式発表

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5179.ht

ml

中国 2-C9 中国標準化
協会電気電
子支店「家
庭用レンジ
フードの

知的評価の
ための技術
仕様」グ
ループ標準
化準備会議
が北京で
開催

6月24日 中国国家標準協会電気電子支部が「家庭用レンジフードの電力評価
基準」のグループ基準に係る第2回編集会議を開催（6月24日＠北京）

 第2回会議までのスケジュール：
• 市場調査と検証を併せ第1規格草案を作成
• 第1回規格準備会議にて規格草案について討議（2019年4月）
• その後、編集チームが専門家の意見を結合させ第2草案を作成
• 規格の品質を確保を目的とし、北京で第2回編集会議を開催

 討議内容：
• 第1回規格準備会議にて保留とされた問題について議論
• 技術仕様の内容を確認し、規格の規定内容を詳細に討議
• 用語の定義、説明について提案

中国標準化
協会 (CAS)

http://www.

china-

cas.org/zxdt

xhxw/1845.j

html

853

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/4)

CESIがフォーラムにて、団体標準Intelligent Speaker Technical Specifications

について説明

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201906/5179.html
http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1845.jhtml
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ヘルス
ケア

ベト
ナム

2-A1 医療用X線
装置の
新しい規格

6月13日 ベトナム科学技術省が医療サービスで使用される医療機器の国内技術
規制に関する通達（Circular 14/2018 / TT-BKHCN）を発行（2018年11

月）しており、これに基づく国内規格（QCVN）も発行されていることを紹介
 Circular 14/2018 / TT-BKHCNは2019年6月1日から正式に施行

 Circularに基づく3つの国内技術規格
• QCVN 15：2018 / BKHCN

• QCVN 16：2018 / BKHCN

• QCVN 17：2018 / BKHCN

（移動式X線装置、テレビを増設するためのX線、歯科用X線装置の
検査及び検査に関する技術的要件及び管理要件を規定）

 当規格の適用範囲：
• X線装置を使用している組織及び個人
• X線装置検査を実施している組織及び個人
• 州管理機関および他の関連組織及び個人

Vinacontrol 

Group

http://www.

vinacontrol.

com.vn/new

s/quy-

chuan-moi-

danh-cho-

thiet-bi-x-

quang-

dung-trong-

y-te

854

【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向

ベトナム科学技術省が、医療機器の国内技術規制の通達（Circular 14/2018/TT-

BKHCN）及び関連国内規格（QCVN）の発行について紹介

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.vinacontrol.com.vn/news/quy-chuan-moi-danh-cho-thiet-bi-x-quang-dung-trong-y-te
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ヘルス
ケア

国際 2-O1 北海道大学
がリードした
国際プロ
ジェクトに
より新しい
ガイドライン
がIEC規格
として発行

6月5日 北海道大学のプロジェクトが提案したリアルタイム適合放射線治療システ
ムがIEC技術報告書として発行（2019年5月20日）

 規格名称：
• IEC/TR 62926 Edition 1.0, Medical electrical system - Guidelines 

for safe integration and operation of adaptive external-beam 

radiotherapy systems for real-time adaptive radiotherapy

 規定内容：
• 動体追跡放射線治療システムと動体追尾放射線治療システムを包
含するリアルタイム適合放射線治療システの安全な構築とオペレー
ションのための要件を規定

 期待される効果：
• リアルタイム適合放射線治療システムの国際的な普及及び安全な
がん治療の進展

北海道大学 https://ww

w.hokudai.

ac jp/news

/2019/06/i

ec html

855

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/5)

北海道大学のプロジェクトが提案したリアルタイム適合放射線治療システムがIEC

技術報告書（IEC/TR 62926）として発行

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.hokudai.ac.jp/news/2019/06/iec.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O2 ISQuaに

よって認定
されたグ
ローバル
ヘルスケア
認定基準

6月10日 国際医療の質学会 (ISQua)は、認定機関であるISQua External 

Evaluation Association (IEEA)を通じ、Global Healthcare 

Accreditation (GHA) Program Standardsを認定
 IEEA認定により、GHA規格が事業者にとって最上位の国際的なベンチマーク
標準であることを保証

 ISQua概要：
• 世界規模の医療の質・安全の継続的な向上を目的として、1985年に
設立された会員制の非営利団体

• 「認定者の認定者」として、外部検証を求める国際的なヘルスケア認
定機関のための基準点として広く認識

 GHA概要：
• 独立した認定機関であり、医療観光を含む国内外で患者が受ける医
療の質の向上に注力

 認定医療機関（例）
• Thailand：Bumrungrad International Hospital, Vejthani Hospital

• US：Cleveland Clinic、Mercy Hospital Springfield

• Mexico：Clinica Santa Clarita SC

• Greece：European Interbalkan Medical Center

• Saudi Arabia：Prince Sultan Cardiac Center Al Hassa

• Croatia：St. Catherine Specialty Hospital

PR Newswire https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/gl

obal-

healthcare

-

accreditati

on-

standards-

accredited

-by-isqua-

30086415

8 html

856

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/5)

国際医療の質学会 (ISQua)は、認定機関IEEAを通じてGlobal Healthcare 

Accreditation (GHA) Program Standardsを認定し、GHA規格を国際基準として保証

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-healthcare-accreditation-standards-accredited-by-isqua-300864158.html
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ヘルス
ケア

国際 2-O3 EU-ASEAN

ビジネス
協議会が

より利用し
やすい医療
を推進

6月17日 EU-ASEANビジネス協議会（EU-ABC）は、ASEANの今年のテーマ「持
続可能性のためのパートナーシップの推進」に基づき、レポート「ASEAN

における包括的なヘルスケアの推進」を発表
 本レポートにおいて、ASEANの医療業界に対するEU-ABC議長のコメントを
記載

• ASEANの5つの優先分野の1つである医療業界には非常に大きな
可能性があると指摘

• EU-ABCは、品質と手頃な価格の医療を実現するためのアセアン経
済共同体（AEC）の戦略的目標を全面的に支持

• 上記の目標を達成するためには、民間部門と公共部門が協力し、
より良い医療インフラ、より透明性の高い規制プロセス、および地域
全体での基準のより優れた調和を実現する必要があると指摘

The Nation http://www.

nationmulti

media.com

/detail/bre

akingnews

/30371212

857

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/5)

EU-ASEANビジネス協議会（EU-ABC）は、ASEANの「持続可能性のためのパート
ナーシップの推進」に基づく包括的なヘルスケア推進に係るレポートを発表

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30371212
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ヘルス
ケア

国際 2-O4 IMDRF ‐
第15回管理
委員会会議

どのような
影響力の
ある決定を
下したか？

6月19日 国際医療機器規制当局フォーラム（IMDRF）は、第15回管理委員会
（MC）を開催（3月18日～21＠モスクワ、ロシア）

 参加者：
• オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、EU、日本、ロシア、シンガ
ポール、韓国、米国等、各国の規制リーダー

• 世界保健機関（WHO）
• Asian Harmonization Working Party (AHWP)

• Pan American Health Organization (PAHO) 

• Asia- Pacific Economic Cooperation Life Sciences Innovation 

Forum Regulatory Harmonization Steering Committee (APEC 

LSIF RHSC)

 会議内容：
• RPSWGのnon in vitroおよびin vitro診断医療機器市場承認を含む
改訂文書及び関連文書を承認

• 分類有害事象報告（AER）の用語：用語、用語構造およびコード（附
属書E-F）

• 医療機器およびIVD医療機器のラベリングの原則
• 固有デバイス識別システム（UDIシステム）アプリケーションガイド
• IMDRF管轄を越えたUDIデータ要素の使用
• in vitro診断（IVD）医療機器分類のGHTF原則の見直しと更新
（GHTF / SG1 / N45：2008）

• IMDRF標準開発機関（SDO）連絡プログラム
 今後の予定：

• 次回会議（IMDRF-16）では、加盟国によるIMDRF文書の実施を示す
新文書について詳細を議論予定

GMED North 

America 

https://lne-

america co

m/library/n

ews/the-

outcome-

of-imdrf-

15-

managem

ent-

committee-

meeting-

what-

impactful-

decisions-

did-they-

make
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/5)

国際医療機器規制当局フォーラム（IMDRF）は、第15回管理委員会（MC）を開催

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://lne-america.com/library/news/the-outcome-of-imdrf-15-management-committee-meeting-what-impactful-decisions-did-they-make
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ヘルス
ケア

国際 2-O5 第3回AI for 

Good 

Global 

Summitが
「AIコモン
ズ」を創出

6月6日 第3回AI for Good Global Summitを開催
（2019年5月28日～31日＠ジュネーブ）
 サミットでは教育、医療、福祉、社会経済的平等、宇宙研究、スマートかつ安全
なモビリティなどの分野におけるAIプロジェクトに焦点を当て、国連の持続可能な
開発目標に向け進歩を加速させるためのAIの実用的な応用例プロジェクトを数
多く展示

 出席者は「AI for Good」プロジェクトの開発と適用の促進には、「AI Commons」
のように知識の共有、データ、リソース及び問題解決アプローチが提供される共
通インフラが必要であることに同意

 サミット目的
• AIのイノベーターと公共及び民間の意思決定者を結びつけ、「AI for 

Good」の効果を最大化するためのコラボレーションを構築
 AI for Goodシリーズ概要

• AIに関する包括的な対話のための主要な国連プラットフォーム
• 国際電気通信連合（ITU）、国連情報通信技術専門機関（ICT）が主
催し、XPRIZE財団、コンピュータ機械工業会（ACM）、および37の姉
妹国連機関が支援

 AI Commons概要
• ITUやXPRIZE財団、IEEE標準化協会等23団体が支援するイニシア
チブ

• コラボレーションのためのオープンフレームワーク、AIによる問題解
決を民主化するための分散システムを提供

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR10.aspx
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/5)

ITUでは、医療、福祉、社会経済的平等、宇宙研究、モビリティ等分野におけるAIプロ
ジェクトに焦点を当てたAI for Good Global Summitを開催

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR10.aspx
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

英国 3-E1 BSIは中国
の標準化
管理局との
合意を拡大

6月14日 BSIは、ビジネスおよび産業のための自主基準の承認に関する中国の
SACとのMoUを更新
 BSIは15年以上にわたりSACと協力関係を継続しており、本MoUにて
その関係性を継続

 英国中国標準化協力委員会の第4回会合を実施（6月17日週＠マンチェスター）
 MoU目的：

• 両国間および世界中の貿易と投資を促進するために共通の規格を
使用するという英国と中国のコミットメントを強調

• 英国が輸出の多様化を推進する中で、輸出の成長のための市場
環境を確保

 会合内容
• スマートシティ、グラフェン、再製造に関する技術ワーキンググループ
における進捗が焦点

• Belt and Road Initiativeにおける規格の果たす役割、また英国がど
のように中国の新しいStandardization 2035戦略に協力可能かにつ
いて議論

＊グラフェン：原子の厚さのsp2結合炭素原子のシート状物質

英国規格協会
(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/june/b

si-extends-

agreement

-with-

standardiz

ation-

administrat

ion-of-

china/
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

英国及び中国は英国中国標準化協力委員会を開催し、ビジネス及び産業の自主基
準の承認に関して両国間でMoUを更新

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/june/bsi-extends-agreement-with-standardization-administration-of-china/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 ULは、製造

とサプライ
チェーンの
安全性を加
速するため、
拡大した
Hazardous 

Locations

ラボを正式
に開設

6月11日 ULは、拡張したHazardous Locations（HazLoc）の試験及び認証ラボ
を正式にオープン（6月11日＠UL本社、イリノイ州ノースブルック）

 HazLocラボ概要：
• 石油、ガス、石油化学、製薬、食品、鉱業、エネルギー、運輸等、の
爆発環境で機器の仕様が想定される製造メーカーに対し、最適な
機器テスト及び認証プロセスを提供

 その他：
• ULは、50以上のhazardous locations技術委員会に参加、国際規格
の作成プロセスにも積極的に関与

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

officially-

opens-

expanded-

hazardous

-locations-

lab-

accelerate

-

manufactu

ring-and-

supply-

chain

米国 3-U2 自律移動
ロボットが
ロボットの
境界を押し
広げる

6月17日 RIAは、自立移動ロボット（AMR）の安全性に関し、規格「R15.08 

American National Standard for Industrial Mobile Robots and 

Robot Systems」の導入を予定
 R15.08概要：

• AMRにおける、製造メーカー、インテグレ―ター、ユーザーが直面
する可能性のある危険及び回避方法を記載

• 3つのパートより構成
• パート1：自律型モバイルプラットフォーム及びマニュピレーター
等のアタッチメントを製造するメーカーに対する安全要件

• パート2 ：パート1に準拠したAMR又はAMRのフリートを使用し。
システムを設計するインテグレーターに対する安全要件

• パート3：ライフサイクルを通して安全にシステム運用し続ける
ためのAMR / AMRフリートのユーザーに対する要件

 今後の予定：
• Autonomous Mobile Robot Conferenceにて、委員会メンバーが
議論（9月17日＠ルイビル、米国）

• 2019年末までに投票準備を推進

Robot Industry 

Association 

(RIA)

https://ww

w.robotics.

org/conten

t-

detail cfm/I

ndustrial-

Robotics-

Industry-

Insights/Au

tonomous-

Mobile-

Robots-

Push-

Robot-

Boundarie

s/content i

d/8099
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/3)

RIAは、自立移動ロボット（AMR）の安全性に関し「R15.08 American National 

Standard for Industrial Mobile Robots and Robot Systems」規格の導入を予定

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/ul-officially-opens-expanded-hazardous-locations-lab-accelerate-manufacturing-and-supply-chain
https://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-Industry-Insights/Autonomous-Mobile-Robots-Push-Robot-Boundaries/content_id/8099
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 自主的な規
格が範囲を
カバー：モデ
ルベースエ
ンタプライズ
からヘルス
ケアサプラ
イヤーの信
用確認まで

6月14日 ANSIは、ANSIメンバー/SDOによる、グローバル及び国内で推進されて
いる規格イニシアチブの取組みを紹介
 モデルベースエンタープライズ（MBEs）及びヘルスケアサプライヤー分野におけ
る取組みを紹介

 モデルベースエンタープライズ（MBEs）分野における取組み概要：
• MBEsは製品製造に必要な全ての情報を含んだ3Dモデルであり、

2D図面からの置換えによる、コスト及び廃棄物削減、品質及び効率
の向上が期待

• ASMEが3Dモデルに含まれる情報を体系化するためのスキームを
確立。MBEの設計開発の取り組みの基盤とすることを目的に、
ASME Y14.47-2019規格を開発

 ヘルスケアサプライヤー分野における取組み概要：
• ヘルスケアサプライヤーの代表者は、医療施設に頻繁に訪問する必
要があり、経歴や信用等の確認が必要とされているが、時間を要す
ることから確認事項に係る共通の基準が必要

• NEMAは、サプライヤーチェックのガイドとして、犯罪歴、医療検査、
予防接種、薬物歴、及び適切な訓練等の確認を定めた規格「ANSI / 

NEMA SC 1-2019:Supplier Credentialing in Healthcare」を開発

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

cd60cc97-

b75b-

4241-

b35c-

8d8387bd

7b6f

863

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/3)

ANSIは、ANSIメンバー/SDOによる、モデルベースエンタープライズ（MBEs）及び
ヘルスケアサプライヤー分野における国内外の規格イニシアチブの取組みを紹介

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=cd60cc97-b75b-4241-b35c-8d8387bd7b6f


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U4 ANSIは
NISTの人
工知能標準
に関する
情報要求に
回答

6月7日 ANSIは、米国商務省（DOC）の米国標準技術局（NIST）からのAIの技術
標準に関する情報要求（RFI）に回答
 2019年2月11日のAIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領令
（EO）に準拠し、AIの技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、および機会、
ならびにAI標準関連の活動に連邦が関与するための優先分野についてのコメン
トを要望

 EO内容：
• AI技術を使用する信頼性があり、堅牢で信頼できるシステムをサ
ポートするための技術標準と関連ツールの開発における連邦政府の
関与のための計画を作成するようNISTに指示

 回答の内容：
• ANSIはNISTに対し、ANSIのAIに関する標準策定の取組について言
及した上で、AIの技術標準策定にあたっては、技術的および社会的
側面の双方に関連するあらゆる問題を検討することを奨励

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

a94bdf6c-

bff3-47ee-

8cbd-

c496a052

049c

864

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/3)

ANSIは、NIST（米国標準技術局）からのAI技術標準に関する情報要求（RFI）に回答

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=a94bdf6c-bff3-47ee-8cbd-c496a052049c
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 第5回ISO / 

IEC JTC1 / 

SC41総会
および
ワーキング
グループを
開催

6月4日 ISO/IEC JTC1/SC41の第5回総会およびワーキンググループを開催
（5月26日～31日＠重慶）

 参加者：
• 中国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本、韓国、インド等10カ
国以上から、計60人以上の専門家

 開催ワーキンググループでの検討対象規格：
• ISO / IEC 21823-2 IoTシステムの相互運用性パート2：伝送の相互
運用性

• ISO / IEC 30144 IoT対応変電所のための無線センサーネットワー
クシステム

• ISO / IEC TR 30148 IoTによる無線ガスメーター用センサーネット
ワークアプリケーション

 今後の予定：
• IoT用語集などの2つの国際規格の編集、「IoT配電アプリケーション
のアーキテクチャと機能要件」および「IoT電子価格署名システムの
概要と要件」の会議での意見に基づいた改定および正式な提案、
人事ポジショニング管理システムに関するアドホックグループの設立
推進

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5138

.html

865

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/5)

ISO/IEC JTC1/SC41の第5回総会およびワーキンググループを重慶にて開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201906/5138.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C2 ULとFJSEI

が特殊
ロボット業界
に新たな
ベンチマー
クを設定

6月17日 FJSEI（福建省特殊装置検査研究所）とULは特殊ロボットに関する協力
覚書に署名（＠泉州）

 協力内容（予定）：
• 関連する調査プロジェクト及び特殊ロボット操作に関わる訓練の実施
• 特殊なロボット業界標準に存在するギャップを埋め、業界の標準化と
持続可能な開発を促進

 特殊ロボット概要：
• 産業用ロボットやホームサービスロボットとは異なるプロフェッショナ
ルサービスロボット

• 製造業以外の分野において危険な環境下で人間の代わりに作業
• 地震、洪水、異常気象、火災、警備およびその他の公安事故への
対応において使用

 FJSEI概要：
• 主に特殊ロボットの国内規格の改訂、国内および国際規格の調和、
及び特殊ロボットのテストと認定、理論的・実践的な訓練と評価を
担当

• 全国特殊作業ロボット標準化作業チーム（SAC / SWG13）議長及び
国家特殊ロボット試験検査センター建設グループ議長を担当

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

and-fjsei-

set-new-

benchmar

k-

specialize

d-robots-

industry
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/5)

FJSEI（福建省特殊装置検査研究所）とULは特殊ロボットに関する協力覚書に署名

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/ul-and-fjsei-set-new-benchmark-specialized-robots-industry
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/5)

CESIはサービスロボット用のリチウムイオン電池とバッテリーの一般仕様書に関する
意見を7月18日まで募集

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C3 中国電子技
術標準化研
究院がダッ
ソー・システ
ムズとの戦
略的協力枠
組み協定に
署名

6月17日 中国電子技術標準化研究院がダッソー・システムズと戦略的協力枠組み
協定に署名（6月4日）

 目的：
• ビルディングインフォメーションモデル（BIM）などの産業用ソフト
ウェアの標準化の促進

• 標準開発、検証および試験の促進及び国際標準化の積極的な検討・
促進するための双方のリソース及びベストプラクティスの活用

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5153

.html

中国 3-C4 ロボット用リ
チウム電池
業界標準に
関する初回
の意見募集
に関する
お知らせ

6月19日 CESIはサービスロボット用のリチウムイオン電池とバッテリーのための
一般仕様書に関する意見募集を開始（7月18日締め切り）
 ロボット用リチウム電池規格原案作成グループが電子工業規格SJ / Txxxxx-

xxxx「リチウムイオン電池およびサービスロボット用電池の一般仕様」（2018-

1360T-SJ）の第1草稿を作成し、意見を募集中であると発表
 今後のスケジュール：

• 原案作成グループは意見を受け、草稿について協議する会議を
2019年8月に開催予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5201

.html

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201906/5153.html
http://www.cesi.cn/201906/5201.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/5)

国家市場管理局の標準技術管理部は、国家ハイテク産業標準化パイロット実証
プロジェクト受け入れ会議を開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C5 第4回北京・

天津・河北
技術貿易
会議に参加

6月5日 徳州科学技術局の招聘により、中国電子技術標準化研究院ビジネス
マーケティング部およびIoT研究センターが「北京・天津・河北技術貿易
会議」に参加（6月3日＠徳州）
 中国電子技術標準化研究院が、「中関村フロンティア技術と実体経済の深い
統合」のサブフォーラムで基調講演を実施

 基調講演では、研究院のスマート製造能力成熟度評価、インテリジェント製造能
力診断、産業用制御システムセキュリティ、産業用インターネットセキュリティ、お
よびグリーンファクトリー評価の特徴に焦点をあてながら、徳州市の現状および
開発計画について講演

 参加者：
• Zhongke Feilong等44の北京企業、1354のDezhou企業、75の山東
省の企業を含む研究所、科学機関等から、計2,000人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5139

.html

中国 3-C6 全国ハイテ
ク業界標準
化パイロット
実証プロ
ジェクト受け
入れ会議が
開催

6月18日 国家市場管理局の標準技術管理部が北京で国家ハイテク産業標準化
パイロット実証プロジェクト受け入れ会議を開催（6月13日）
 受け入れ対象ゾーンはハイテク産業標準化パイロットデモンストレーション
プロジェクトの組織と管理方法、具体的な実証作業内容と効果、持続可能性開発
能力について詳細に報告し、プロジェクト受け入れの承認を受領

 受け入れ対象ゾーン：
• 武漢東湖国家ハイテク産業標準化デモンストレーションゾーン
• 蘇州戦略新興産業標準化デモンストレーションゾーン-国家ナノテクノ
ロジー工業化標準化デモンストレーションゾーン

中国標準化研
究院 (CNIS)

*1

http://www.

cnis.gov.c

n/xwdt/byd

t/201906/t

20190618

25039.sh

tml

*1 注：6月22日取得時リンクを記載

http://www.cesi.cn/201906/5139.html
http://www.cnis.gov.cn/xwdt/bydt/201906/t20190618_25039.shtml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/5)

CESIは、重慶郵政大学と共にIoT技術と標準化に関するサミットフォーラムを開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C7 IoT技術と

規格サミット
フォーラムを
共催

6月11日 IoT技術と標準化サミットフォーラムを開催（5月29日＠重慶）
 フォーラムは、中国電子技術標準化研究所と重慶郵政大学との共催で、

ISO/IEC JTC1/SC 41（IoT及び関連技術ワーキンググループ）とあわせて開催
 IoT技術、標準およびアプリケーションを含むIoT産業の発展に焦点を当て、国内
外のIoT分野の専門家に対してオープンなコミュニケーションプラットフォームを
提供

 テーマ：
• IoTの最新の技術、標準、および応用

 参加者：
• 中国、米国、韓国、カナダ、ドイツのIoT専門家及びビジネスの代表者

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5144

.html再掲

http://www.cesi.cn/201906/5144.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ベト
ナム

3-A1 DAIKINが、

相互承認に
関するさら
なる協力を
求める

6月3日 DAIKIN Thailandが標準・計量・品質局（STAMEQ）に対し、標準化のた
めの技術移転や試験所間の試験における技術的問題、教育等の相互承
認協定に関するさらなる協力を要請

 DAIKIN Thailand R&D部門長Wissot氏発言要旨：
• ASEAN相互承認等について、試験結果は、性能、機器の電磁両立
性（EMC）やその他の評価に関する指標に適する

• 現在、DAIKINは、ベトナム工場にR&D機能がないため、DAIKIN

Thailandにて製造を実施しているが、今後はそれぞれ独立する予定
のため、モノの輸出入についてベトナムサイドの協力を要請

 標準・計量・品質局副局長のNguyen Hoang Linh 氏発言要旨：
• 試験結果の相互承認については、担当省庁間で協力中であり、対応
が急務だと考えている。DAIKIN Thailandとの協力については、協定
署名へ向けて具体的に議論をしたい旨表明

STAMEQ https://tcvn.

gov.vn/201

9/06/44546/

ベト
ナム

3-A2 品質保証訓
練センター
とIGI Korea

がスマート
プロダクショ
ンに関する
MoUに署名

6月6日 品質保証訓練センターとIGI Koreaがスマートプロダクションに関する
MoUに署名（6月6日）
 IGI Koreaは、スマートプロダクション分野におけるコンサルティング、プラット
フォーム開発、トレーニングや製造関連の問題の対処等の総合サービスを提供
する企業

 IGI Koreaは、今回のベトナム訪問の際に、品質保証訓練センターと共同で、ベト
ナム北部の企業に対してアンケートやスマートプロダクションの紹介を実施

 署名式の主な参加者：
• 標準・計量・品質局局長 Tran Van Vinh

• 品質保証訓練センター副センタ―長 Le Minh Tam

• IGI Korea社長 Sangsu Choi

STAMEQ https://tcvn.

gov.vn/201

9/06/le-ky-

ket-hop-tac-

ve-linh-vuc-

san-xuat-

thong-minh-

giua-trung-

tam-dao-

tao-chat-

luong-va-

cong-ty-igi-

han-quoc/

870

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/3)

DAIKIN Thailandは、ベトナムSTAMEQに対し、標準化術移転や教育等の
相互承認協定に関する更なる協力を要請

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/06/44546/
https://tcvn.gov.vn/2019/06/le-ky-ket-hop-tac-ve-linh-vuc-san-xuat-thong-minh-giua-trung-tam-dao-tao-chat-luong-va-cong-ty-igi-han-quoc/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

マレー
シア

3-A3 スマートマ
ニュファク
チャリングに
おけるマ
レーシアと
中国の協力
に向けた
新たな
取り組み

6月14日 マレーシア－中国製造業ラウンドテーブルにおいて、マレーシア標準
工業研究所（SIRIM）とHuaweiがパートナーシップを締結
（6月14日＠コタキナバル）
 SIRIMとHuawei Technologies（マレーシア）は、技術的専門性やICTソリュー
ションにおける支援を実施するための、Industry 4.0及びスマートマニュファク
チャリング関連分野における協力強化のパートナーシップを締結

 ラウンドテーブルでは、マレーシア自動車・ロボティクス・IoT協会(MARii)と中国
電子科技集団有限公司（CIETC）、K.T.I Sdn BhdとSany Construction 

Industry Development (M) Sdn Bhd、NHY BorneoとSANY (China)がMoUを、
P Telecommunication Sdn Bhd とChina Wuhan FiberHome 

Telecommunication Technologies Co., LtdがMoAを締結
 協力内容：

• インフラのための企業及び中小企業の連結性促進、人材開発のため
の助言及び協力、規格のガイドラインのベストプラクティス及び展開

マレーシア
国際貿易
産業省 (MITI)

https://www

miti gov.my

/miti/resour

ces/Media

%20Releas

e/Media St

atement N

ew In-

Roads For

Malaysia-

China Coo

peration In

Smart Ma

nufacturing.

pdf

タイ 3-A4 TISIが、
「SMART 

SME EXPO 

2019」のイ
ベントに
参加

6月13日 タイ工業規格局（TISI）が「SMART SME EXPO 2019」イベントに参加
(6月12日)

 参加者：
• タイ工業規格局 標準化・開発部門長 Siripen Kulsalanon

 SMART SME EXPO 2019概要:

• 目的：新たな世代のビジネスの拡大及びビジネスマッチング
• 内容：ディスカッション、PR、即売会
• 期間：2019年7月4日～7日
• 場所：チャレンジャーホール インパクト・ムアントンタニ

Thai Industrial 

Standards 

Institute (TISI)

https://www

tisi.go.th/ne

ws/details/1

69/

871

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/3)

マレーシア－中国製造業ラウンドテーブルが開催され、SIRIM（マレーシア標準工業
研究所）とHuaweiはパートナーシップを締結

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Media_Statement_New_In-Roads_For_Malaysia-China_Cooperation_In_Smart_Manufacturing.pdf
https://www.tisi.go.th/news/details/169/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

タイ 3-A5 Smart 

Energy 

Expo 2019

がバンコク
で開催

6月25日 FTI（Federation of Thai Industries：タイ産業連盟）、IIE（Institute of 

Industrial Energy：産業エネルギー研究所）、IIICTI（Institute of 

Information and Communication Technology for Industries：産業
情報技術研究所）は共同で「スマートエネルギー、スマートファクトリー」に
関するスマートエネルギー博覧会2019を開催（6月25日＠バンコク）
 エネルギー使用の効率化・競争力強化のための先端技術採用の重要性を産業
関係者（公共及び民間部門専門家）に認識させることを目的に開催

 当分野における競争は激しくなっており、IoT、ビッグデータシステム、エネルギー
貯蔵の革新技術にアクセスするなどの技術サポートにより、能力を向上させ、運
用コストを削減する必要性を強調

National News 

Bureau of 

Thailand

http://thaine

ws.prd.go t

h/en/news/d

etail/TCAT

G19062522

3637142

872

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/3)

タイFTI（タイ産業連盟）、IIE（産業エネルギー研究所）及びIIICTI（産業情報技術研究
所）は、スマートエネルギー博覧会2019を共同開催

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG190625223637142
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E1 DINとSAE

の最初の
共通規格

6月3日 SAE Internationalおよびドイツ規格協会（DIN）は、新しい仕様「DIN 

SAE SPEC 91381自動車両技術の試験に関する定義」を共同開発し
発行
 本新規格は英語とドイツ語の両言語で公開された最初の仕様

 DIN SAE SPEC 91381開発目的：
• 自動車業界のシミュレーションとテストのための明確な用語と定義を
業界に提供

• 自動車両技術のテストに関連する新しい技術開発のギャップの縮小
• 用語が国毎に異なり、特定の用語が誤って解釈されることがある
ため、業界内における共通の用語策定による理解の促進

 策定者
• L3PILOT及びPEGASUSの代表者
• OEM、テストトラック運営者、研究機関、及びTier Oneサプライヤー
を含む50を超えるパートナー
＊L3PILOT：欧州の自動車研究コンソーシアムにおいて、

Volkswagenグループが主導する研究プロジェクト
＊PEGASUS：ドイツ経済エネルギー省（BMWi）が主導し、自動走行
システムの期待性能水準と評価基準を明確化するための産官学
が共同で実施するプロジェクト

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/erst

er-

gemeinsa

mer-

standard-

von-din-

und-sae-

333104

874

【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/5)

SAE InternationalとDIN（ドイツ規格協会）は、DIN SAE SPEC 91381

（自動車両技術の試験に関する定義）を共同開発し、発行

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/erster-gemeinsamer-standard-von-din-und-sae-333104
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モビリ
ティ

英国 4-E2 1国でドロー
ン？ UAV

（無人航空
機）部門に
おける英国
の課題を
克服する

6月3日 ドローンメジャーグループの最高経営責任者であり、英国規格協会
（BSI）のドローン標準委員会の委員長はドローンの規格化において英国
が後れを取っているとコメント

 委員長見解：
• ドローンの規格化においてBSIレベルで十分な関与ができておらず、

ISOレベルにおいてもBSIの関与が不十分であることを指摘
• したがって今後のドローンに関する国際規格は、中国、韓国、日本、
アメリカ等の国々の意見よって左右され、英国にとって不利な状況と
なると予想

diginomica/go

bernment

https://digi

nomica.co

m/drone-

alone-

overcomin

g-uk-

challenges

-uav-

sector

欧州 4-E3 ラグジュア
リークルー
ズ大手は欧
州の全自動
車の10倍以
上の大気汚
染（SOx）を
排出 - 研究

6月4日 T&Eは、世界最大の豪華客船会社カーニバルコーポレーションが、欧州
沿岸部で、2017年の欧州の全自動車2億6000万台の10倍近くの硫黄酸
化物（SOX）を排出していると発表

 調査概要：
• 業界2番手のロイヤルカリビアンクルーズは、欧州の全自動車の4倍
のSOXを排出

• SOXの排出は硫酸塩（SO4）エアロゾルを形成につながり、人間の
健康リスクを高め、陸域および水域の環境酸性化に寄与

• SOXの排出基準が厳しくない以下の国、都市は大気汚染の影響大
• スペイン、イタリア、ギリシャ、フランス、ノルウェー、バルセロナ、
パルマデマヨルカ、ヴェネツィア、チビタベッキア、サウサンプトン

 T&Eの示唆：
• ゼロエミッションの港湾標準の策定、将来的な他種類の船への適用
を推奨

• 現在、北海、バルト海及びイギリス海峡のみに設定されている排出規
制区域（ECA）の拡張を推奨

Transport & 

Environment

(T&E)

https://ww

w.transport

environme

nt.org/pres

s/luxury-

cruise-

giant-

emits-10-

times-

more-air-

pollution-

sox-all-

europe%E

2%80%99

s-cars-

%E2%80

%93-study
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(2/5)

ドローンメジャーグループCEO兼BSIドローン標準委員会の委員長は、ドローンの
規格化において英国が後れを取っていると指摘

モビリティテーマ別情報詳細

https://diginomica.com/drone-alone-overcoming-uk-challenges-uav-sector
https://www.transportenvironment.org/press/luxury-cruise-giant-emits-10-times-more-air-pollution-sox-all-europe%E2%80%99s-cars-%E2%80%93-study
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モビリ
ティ

欧州 4-E4 車両間WiFi

は道路上の
農機具事故
を減らすこと
ができる
か？

6月12日 欧州農業機械工業連合会（CEMA）は、車両間通信へのWiFi使用を
整備する欧州委員会のイニシアチブを支持

 CEMA発言要旨：
• 「WiFi規格がスマートモビリティと農業機械の交通安全を向上させる」
• 「WiFi規格IEEE 802.11pは、コネクテッドカーのシームレスな通信を
保証しており、Directive 2010/40/EUを補完する新たな委任法令は、
協調高度道路交通システム（C-ITS）の展開と運用に関して、適切な
法的枠組みを設定」

• 「AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) とともにイニ
シアティブを支持」

 関連動向：
• European Telecommunications Standards Institute (ETSI)は、
トラクターから車への通信が可能であることを実証するため、
パイロットプロジェクトを実施（2018年10月）

AgriLand
https://ww

w.agriland

ie/farming

-

news/can-

vehicle-to-

vehicle-

wifi-

reduce-

farm-

machinery

-

accidents-

on-the-

road/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(3/5)

CEMA（欧州農業機械工業連合会）は、ECによる車両間通信のWiFi使用整備
イニシアティブを支持

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.agriland.ie/farming-news/can-vehicle-to-vehicle-wifi-reduce-farm-machinery-accidents-on-the-road/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)
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欧州 4-E5 EASAは

ドローンの
欧州共通
ルールを
発表

6月12日 欧州航空安全機関（EASA）は無人航空機（UAV）の欧州共通ルールを
発表
 安全なドローン操作保証のため、欧州委員会委任規則（EU）2019/945及び
欧州委員会実施細則（EU）2019/947を発出

 規則概要：
• 発表から20日後に施行予定
• 加盟国及び事業者は1年以内に適用
• 事業者は2020年6月時点で、EU加盟国に居住地または事業所が
ある旨を要登録

 Patrick Ky氏 （Executive Director of EASA）発言要旨：
• 「欧州は、商業およびレジャー用のドローン運用において、安全及び
持続可能性を保証する規則を保有する世界で最初の地域となる」

 今後の予定
• EASAは事業者の規則遵守支援のため、ガイダンス資料と2つの
「標準シナリオ」提案を発行予定

• 年末に向け、高度な自動化を伴う複雑な無人機操作を可能にする
ため、Uスペースサービス規制について欧州委員会に提案予定

• Amsterdam Drone Weekにて、世界中の規制機関と専門家を集め、
欧州のドローン市場発展について、議論を予定（12月）

Commercial 

UAV News

https://ww

w.expoua

v com/ne

ws/latest/

easa-

publishes-

common-

drone-

rules-for-

all-of-

europe/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(4/5)

EASA（欧州航空安全機関）は無人航空機（UAV）の欧州共通ルールを発表

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.expouav.com/news/latest/easa-publishes-common-drone-rules-for-all-of-europe/
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モビリ
ティ

英国 4-E6 英国がネッ
トゼロエミッ
ション法を
可決する
最初の主要
経済国に

6月27日 英国は2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする法律を可決
（6月27日）

 概要：
• 2050年までに排出量を実質ゼロにすると同時に、クリーン成長を産
業戦略の中核に置いた経済成長を志向

• 植林や炭素回収・貯留等の技術利用等、同量の温室効果ガスを相殺
するためのスキームによって、実質ゼロを目指す

 今後の予定：
• Green GB Weekにて、各セクターのリーダーが目標達成について協
議予定（11月4日）

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov.uk/g

overnment

/news/uk-

becomes-

first-major-

economy-

to-pass-

net-zero-

emissions-

law

ドイツ 4-E7 AIによる
包括的な
モビリティソ
リューション

6月20日 DINはProSeMoプロジェクトの最初のステップとして、ProSeMoパート
ナーが標準化及び規格化のニーズ検討に係るワークショップに参加予定
と発表（7月1日～2日）

 ProSeMoプロジェクト概要：
• 目的：積極的な分野横断的なモビリティエコシステムの構築
• 参加者：アーバンソフトウェア研究所、BMW、フラウンホーファー研究
機構、ドイツAI研究センター（DFKI）、DIN

• 連邦経済エネルギー省（BMWi）主催のアイデアコンペティション
「経済的に関連のある生態系の推進力としてのAI」を受賞

 ProSeMoプロジェクト活動内容：
• 市場性のあるモビリティエコシステムのモビリティプラットフォーム
構築に取り組み中

• AIを使用したシステムにて、旅行の計画から予約、運転、旅行代金の
支払いまでの全てが可能となるよう設計

ドイツ規格協会
(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/ueb

ergreifend

e-

mobilitaets

loesung-

mit-ki-

333864
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(5/5)

英国は、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする法律を可決

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/uebergreifende-mobilitaetsloesung-mit-ki-333864
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モビリ
ティ

米国 4-U1 運転者の
安全性の
向上：注意
散漫モニタ
の標準化

6月5日 米国の科学者グループは、商業的に利用可能な運転者監視システムを
評価するための標準手法を開発
（IEEE / CAA Journal of Automatica Sinica（JAS）の5月号に掲載）

 背景：
• 交通事故の減少を目的として、運転者の注意散漫等の状態を検知す
る技術は自動車メーカーによって広く開発されているものの、製品の
性能を客観的に評価し比較するために利用できる共通規格は不在

 Lingxi Li、Ph.D. （Associate Professor in Electrical and Computer 

Engineering at Indiana University）発言要旨：
• 「私達は、運転者の行動の個人差及び環境要因を考慮し、運転者状
態検知センサーのための体系的で標準化された性能評価プロセスを
提案した」

Science X 

Network

https://phy

s org/news

/2019-06-

driver-

safety-

standardiz

ed-

distraction.

html
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/19)

米国の科学者グループは、運転者監視システム評価に係る手法を開発

モビリティテーマ別情報詳細

https://phys.org/news/2019-06-driver-safety-standardized-distraction.html
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モビリ
ティ

米国 4-U2 ヘリポート
の不正確な
データに
より、House 

Appropriati

onsはFAA

に「国内
データ標準」
の整備を
要求

6月5日 House Appropriations Committeeは連邦航空局（FAA）に、
ヘリポートに関する国内標準データの作成を指示

 背景：
• 災害等の緊急救助の際に、ヘリコプターが医療センター等の正確な着
陸場所を把握することは重要である一方、現状、データベースは未整
備

• 5月にワシントンDCのHAI’s Air Ambulance Safety Conferenceで
発表された、FAAの5010 Airport Master Record ID and contact 

information databaseは空港の使用状況等に関して未整備のデータ
も多く不十分

 The 2018 FAA Reauthorization Act, P.L.概要：
• FAAは157条の下、空港及びヘリポートにおける、建設、変更、現状
の使用状況データを取得し、正確で有用なデータベースを構築

• 314条の下、に5010 Airport Master Record IDに含まないデータも
含め、救急ヘリ業界と共に整備予定

• ヘリコプター協会国際理事のMatt Zuccaro氏は、FAAによる
ヘリポートデータベースの更新を指示する旨表明

Rotor & Wing 

International

https://ww

w.rotorand

wing com/

2019/06/0

5/inaccurat

e-heliport-

data-

leads-

house-

appropriat

ors-ask-

faa-

national-

data-

standard/

米国 4-U3 オースティン
運輸局が年
間レポート
を発行

6月3日 オースティン運輸局は2018年の年次報告書を発表昨年からの月次業績
及び運営予算5200万ドルの支出内訳を説明

 ハイライト：
• スマートモビリティプログラムに沿って新技術を調査
• 3月には、コネクテッドカーおよびオートメーションカーの試験規格を開
発することを目的として、3月にOmniAir Consortiumに参加

• 10月には、複数の交差点に専用の近距離通信技術を試験導入

AUSTIN 

MONITOR

https://ww

w.austinm

onitor.com/

stories/201

9/06/austin

-

transportat

ion-

releases-

yearly-

report/
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/19)

House Appropriations CommitteeはFAA（連邦航空局）に、ヘリポートに関する
国内標準データの作成を指示

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.rotorandwing.com/2019/06/05/inaccurate-heliport-data-leads-house-appropriators-ask-faa-national-data-standard/
https://www.austinmonitor.com/stories/2019/06/austin-transportation-releases-yearly-report/
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モビリ
ティ

米国 4-U4 ASTMイン

ターナショナ
ルのホバー
ボード標準
案が投票へ

6月3日 ホバーボード(セルフバランシングスクーター）に関するASTM規格
（WK57360）を委員会投票に向けて提出（6月3日）

 消費者安全標準規格（WK57360）の目的：
• 性能要件と試験方法を製造者のガイドラインに定め、一般的な使用下
における危険を防止

 担当技術委員会：
• ASTM International 消費者製品委員会（F15）
• メンバーは、規格の見直し、意見の提供、または承認のための投票が
可能

• 規格策定に際しては、一般市民からのコメントも受け入れ
 Dave Dick氏 （Senior technical engineer technical services, Bureau 

Veritas, and ASTM International member）発言要旨：
• 「使用中の乗員の安全性を向上させるために提案されている規格に
は、子供と大人の両方の年齢と速度の要件が含まれる」

 今後の予定：
• 議会の承認後、国際規格として確定する予定
• ASTMを認定しているカナダ規格審議会の援助の下、カナダの国家
規格への提出も意図カナダの一般市民からも規格の適合性に関する
フィードバックを受け入れ予定

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/proposed-

astm-

internation

al-

hoverboar

d-

standard-

heads-

ballot
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/19)

ホバーボードに関するASTM規格（WK57360）を、委員会（ASTM International 

消費者製品委員会（F15））投票に向け提出

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.astm.org/newsroom/proposed-astm-international-hoverboard-standard-heads-ballot
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モビリ
ティ

米国 4-U5 自動車メー
カーは、トラ
ンプに対し、
排気規制は
不安定性と
低利益を

生み出すと
言及

6月6日 フォード、ゼネラルモーターズ、トヨタ、ボルボを含む17社の自動車メー
カーは、トランプ氏に、テールパイプ汚染基準の規制緩和は、不安定性と
低利益を生み出すとして警告
 自動車メーカーグループは手紙に署名し、トランプ氏に対し気候変動と闘うため
のオバマ大統領が署名した交渉テーブルに戻るように要求

 背景：
• 今夏に公表予定のトランプ氏による新しい規制は、原則オバマ時代の
自動車公害規制を廃止
（例）目標燃費基準を1ガロン当たり約54.5マイルから37マイルに
引き下げ

• 自動車メーカーグループはカリフォルニア州知事にも同時に手紙を
送り、全国一律に適用される基準を設けなければ自動車業界は混乱
し、投資が阻害される恐れがある旨を警告

The New York 

Times

https://ww

w.nytimes.

com/2019/

06/06/clim

ate/trump-

auto-

emissions-

rollback-

letter html

米国 4-U6 IMSAは
EPA、SAE、
Michelin、
VP Racing 

Fuelsと共に
再度グリー
ンを目指す

6月1日 Scott Atherton, President, IMSAとKarl Simon, EPA 

Transportation and Climate Division Directorは、今後数シーズンに
おいてIMSA Greenイニシアティブの拡大計画を発表

 IMSA Greenイニシアチブ概要：
• チャンピオンシップの二酸化炭素排出量と全体的な環境への影響を
達成可能な方法で大幅に削減することを目指す

• 10年以上前に開発した、IMSA認定のアメリカンルマンシリーズ
（ALMS）は、環境保護庁（EPA）、自動車技術者協会（SAE）、
エネルギー省と協力してGreen Racing Programの参照、見直しを
実施

RACE TECH https://ww

w.racetech

mag com/2

019/06/ims

a-goes-

green-

again-with-

the-epa-

sae-and-

partners-

michelin-

and-vp-

racing-

fuels/

882

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/19)

17社の自動車メーカーは、テールパイプ汚染基準の規制緩和に懸念を発表

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.nytimes.com/2019/06/06/climate/trump-auto-emissions-rollback-letter.html
https://www.racetechmag.com/2019/06/imsa-goes-green-again-with-the-epa-sae-and-partners-michelin-and-vp-racing-fuels/
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米国 4-U7 ULはBMW

グループの
外部試験
機関として
正式に承認

6月5日 BMWグループは、グループ規格GS 93016に準じた試験片の射出成形と
関連の熱可塑性材料試験を行うためULの材料試験ラボ（ドイツ、
クレフェルト）を承認

 背景：
• グローバル顧客に対する新たな独自のサービスとして、ULの
クレフェルト試験所では、工程パラメータの広範囲に及ぶ追跡を可能
にする試験片の射出成形条件データを提供

• 射出成形と総合試験サービスの組み合わせは、熱可塑性
プラスチックのサプライヤーに対して行き届いた製品開発支援を提供

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

officially-

approved-

external-

testing-

laboratory-

bmw-

group

米国 4-U8 ULがkVA、
自立走行車
の安全およ
びアドバイ
ザリー事業
を買収

6月5日 ULは、自律走行車の安全性や自動車システムに関し、開発者や
サプライヤーへのトレーニングとアドバイザリーを専門とする米国
コンサルティング会社kVAの買収を発表

 買収目的：
• ULの自律走行車両試験および認証に関する専門知識の強化、グ
ローバルな顧客へのアクセス向上

 KvA概要：
• 新自律型自動車技術に関する開発者、OEM、サプライヤー等を顧客
に持つ非公開企業

• 自動車業界において、最高の機能安全トレーニング及びアドバイザ
リーサービスを提供

• 顧客が規制に関する要件を満たし、競争力を保証すべく、支援

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

acquires-

kva-

autonomo

us-vehicle-

safety-

and-

advisory-

business
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/19)

BMWグループは、グループ規格GS 93016に準じた試験片の射出成形と
関連の熱可塑性材料試験を行うためULの材料試験ラボを承認

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/ul-officially-approved-external-testing-laboratory-bmw-group
https://www.ul.com/news/ul-acquires-kva-autonomous-vehicle-safety-and-advisory-business
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米国 4-U9 アマゾンは
今後無人機
の配達のた
め規制当局
の承認が
必要同社は、
試運転に対
するFAAの
支援止まり

6月10日 ラスベガスで開催されたAIイベントで、Jeff Wilke, Executive, Amazon

がPrime Airの最新ドローンを披露、「数ヶ月以内に顧客に荷物配達す
る」と発言
 アマゾンは米国で広範囲の無人機配達を始めるために必要な規制当局の承認を
未受理

ADWEEK https://ww

w.adweek.

com/digital

/amazon-

still-needs-

regulatory-

approval-

for-drone-

deliveries/

米国 4-U10 自動車両
テストと検証
における
未解決事項
に関する
SAE EDGE 

Research 

Report を
発行

6月14日 SAE Internationalは、SAE EDGE™Research Reportの最新版を
発表し、自律走行車と自動運転システムのテストと検証を進めるための次
のステップを提案

 背景：
• 自動走行車のテストと検証については、先駆者の間でもコンセンサス
がとれておらず、未解決の領域

 Dr. Rahul Razdan発言要旨：
• 「テスト及び検証は、実験車としての自動走行車と製品としての自動
走行車を分ける重要な鍵となる」

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/05/dr.-
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(6/19)

SAE Internationalは、SAE EDGE™Research Reportの最新版を発表し、
自律走行車と自動運転システムのテストと検証を進めるための次のステップを提案

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.adweek.com/digital/amazon-still-needs-regulatory-approval-for-drone-deliveries/
https://www.sae.org/news/2019/05/dr.-rahul-razdan-leads-sae-edge-research-report-series-on-automated-vehicle-test-validation
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モビリ
ティ

米国 4-U11 DINとSAE 

Internation

alが自動
車両の用語
仕様を公開

6月14日 SAE Internationalはドイツ規格協会（DIN）と協働で、DIN-SAE Spec 

91381, Terms and Definitions Related to Testing of Automated 

Vehicle Technologiesを公開
 背景：

• 自動走行車の議論においては、特定の用語の誤った文脈での使用や
複数文脈での使用が散見され、共通言語確立の必要性を露呈

 仕様概要：
• 英語とドイツ語で発行
• SAE又はDINの出版元Beuthより無料で入手可能
• 今後、国際的な会議等で活用されることを期待

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/06/din-

and-sae-

internation

al-release-

a-primer-

for-

automated

-vehicle-

terminolog

y

米国 4-U12 自律移動
ロボットが
ロボットの
境界を押し
広げる

6月17日 RIAは、 自立移動ロボット（AMR）の安全性に関し、規格「R15.08 

American National Standard for Industrial Mobile Robots and 

Robot Systems」の導入を予定
 R15.08概要：

• AMRにおける、製造メーカー、インテグレ―ター、ユーザーが直面
する可能性のある危険及び回避方法を記載

• 3つのパートより構成
• パート1：自律型モバイルプラットフォーム及びマニュピレーター
等のアタッチメントを製造するメーカーに対する安全要件

• パート2 ：パート1に準拠したAMR又はAMRのフリートを使用し。
システムを設計するインテグレーターに対する安全要件

• パート3：ライフサイクルを通して安全にシステム運用し続ける
ためのAMR / AMRフリートのユーザーに対する要件

 今後の予定：
• Autonomous Mobile Robot Conferenceにて、委員会メンバーが
議論（9月17日＠ルイビル、米国）

• 2019年末までに投票準備を推進

Robot Industry 

Association 

(RIA)

https://ww

w.robotics.

org/conten

t-

detail cfm/I
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/19)

SAE InternationalはDINと協働で、自動走行車の用語や定義に関する規格
DIN-SAE Spec 91381を公開

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.sae.org/news/2019/06/din-and-sae-international-release-a-primer-for-automated-vehicle-terminology
https://www.robotics.org/content-detail.cfm/Industrial-Robotics-Industry-Insights/Autonomous-Mobile-Robots-Push-Robot-Boundaries/content_id/8099
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モビリ
ティ

米国 4-U13 SAE 

Internation

alがLe 

Bourgetに
新しいAI

標準化委員
会を設立

6月19日 SAE Internationalは、第53回パリ国際航空ショーで、新しい人工知能
（AI）標準化委員会（G-34）の設立を発表

 SAE G-34 Committee for Applied Artificial Intelligence in Aviation 

Systems概要：
• 業界のコンセンサス標準及び推奨プラクティスの開発を通して、安全
で成功したAI技術の適用を主導

• 航空及び航空宇宙におけるAI使用のためのアプリケーションを評価し、
実装と認証をサポートするための基準を提案

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/06/sae-

internation

al-

establishe

s-a-new-

ai-

standards-

committee-

at-le-

bourget

米国 4-U14 電気自動車
の充電の相
互運用性は、
モビリティに
おける次の
大きな課題

6月19日 EVgoは、ChargePoint及びEV Connectと電気自動車の充電ステー
ションの相互利用に関する協力について合意
 EVgoの顧客は、同社が現在米国で運営している750 DC急速充電器に加えて、

400の新しい急速充電ステーションへアクセス可能に
 Cathy Zoi （CEO, Evgo）発言要旨：

• 「本協力契約締結により、オープン標準、協働及び技術革新への取り
組みが強化され、充電をさらに便利にすることができる」

Ars Technica https://arst

echnica.co

m/cars/201

9/06/more-

electric-

car-

charging-

networks-

link-up-

with-

roaming-

agreement

s/
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/19)

SAE Internationalは、新AI標準化委員会（G-34）の設立を発表。また、EVgo、
ChargePoint、EV Connectは、電気自動車充電ステーションの利用に係る協力に合意

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/2019/06/sae-international-establishes-a-new-ai-standards-committee-at-le-bourget
https://arstechnica.com/cars/2019/06/more-electric-car-charging-networks-link-up-with-roaming-agreements/
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モビリ
ティ

米国 4-U15 ULが住友

電気工業株
式会社に

安全認証を
発行し、eモ
ビリティの
拡大に貢献

6月24日 ULはUL2251（Standard for Plugs, Receptacles, and Couplers for 

Electric Vehicles）に基づく認証を、住友電気工業株式会社の充電
コネクターに対し発行
 当該技術の普及に伴い、電気自動車（EV）の充電時間短縮によるさらなる
利便性向上が期待

 背景：
• EV業界では、大出力充電の方法として、動的電流制御および
アクティブ冷却の2つの形態が主流

• UL2251でカバーされるEVコネクターは、通常の評価に加え、
最終製品の特殊用途も評価される必要あり

 UL2251概要：
• CHAdeMO協議会が電気自動車用急速充電スタンド標準仕様書1.2

で基準を定めた「大出力充電ブーストモード」対応の安全規格を策定
（2017年3月）

 認証スキーム概要：
• ULは、UL2251に大出力充電ブーストモードを安全に実現するための
追加機能に対する認証要求補則（通称CRD、Certification 

Requirement Decision）を発行
• 動的電流制御およびアクティブ冷却に関する要求事項を明記し、
大出力充電に適した安全なコネクターの設計、製造、並びに、
急速充電器メーカーが大出力充電に適した安全なコネクターを
選定することが可能に

• CRDを含めた「UL2251」に基づく認証を発行するのは今回が世界初

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

contributes

-
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e-mobility-
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safety-
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(9/19)

ULは、UL2251に基づく認証を、住友電気工業株式会社の充電コネクターに対し発行

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/ul-contributes-expansion-e-mobility-issuing-safety-certification-sumitomo-electric-industries
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モビリ
ティ

米国 4-U16 サイバー犯
罪に対する
IoTデバイス

のセキュリ
ティ

6月25日 SAE Internationalは、IoTデバイスのセキュリティに関する規格
「J3101:Hardware-Protected Security for Ground Vehicle 

Applications」の更新を準備中
 J3101の概要：

• 地上車両用のハードウェアに実装されるセキュリティの共通の要件を
定義

 更新内容：
• 6つのユースケース及び実装すべき全ての要件と推奨事項をリスト
したチェックリストを追加予定

EET Asia https://ww

w.eetasia.

com/news/

article/Sec

uring-IoT-

Devices-

Against-

Cybercrim

e

米国 4-U17 新しい
ASTMの
レポートは
ドローン
及び航空機
自律のため
の技術的な
土台を提供

6月26日 ASTMは新レポート“Autonomy Design and Operations in 

Aviation: Terminology and Requirements Framework” を発行
 レポート概要：

• 当分野におけるASTM初の技術レポートであり、自律的で複雑な航
空システムの用語と要件に関するフレームワークを提供

 Stephen Cook, Ph.D. （Northrop Grumman／レポート作成チーム議長）
発言要旨：

• 「このガイドは、ASTM Internationalの委員会を含む標準の開発者に
対し、用語、定義、及びフレームワークを提供し、混乱を軽減するの
に役立つ」

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/new-astm-
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(10/19)

SAE Internationalは、IoTデバイスセキュリティに関する規格J3101の更新を準備中

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.eetasia.com/news/article/Securing-IoT-Devices-Against-Cybercrime
https://www.astm.org/newsroom/new-astm-international-report-provides-technical-underpinning-drones-autonomy-aviation
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モビリ
ティ

米国 4-U18 カナダの

グローバル
自動車メー
カーは、
北米の単一
排出基準移
行前に業界
の影響評価
を要求

6月27日 カナダの自動車業界団体のGAC（Global Automakers of Canada）は、
自動車、エンジン、燃料からのGHG（温室効果ガス）と大気汚染物質の排
出削減を目的とした、カナダとカリフォルニア間のMoUに懸念を表明

 Global Automakers of Canada (GAC)概要：
• 欧州、日本、韓国等の自動車関連企業15社で構成されるカナダの
業界団体

 MoU概要：
• カナダ政府とカリフォルニア州は、自動車およびトラックからの排出量
削減について提携

• 排気管からの排出に関する規制を設定し、適用可能な場合にはク
リーンカーの基準調和のために協力

• 自動車技術の研究に関する技術情報とパートナーを共有
 GAC主張概要：

• 本MoUを通じた米国との規制連携に関し、カナダの自動車部門や
消費者への影響、GHG削減目標達成の可能性評価のモデリングが
行われていないと主張

Society of 
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Engineers 

International 
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(11/19)

カナダの自動車業界団体GACは、温室効果ガスと大気汚染物質の排出削減を目的
とした、カナダ-カリフォルニア間のMoUに懸念を表明

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/2019/06/global-automakers-in-canada-want-an-industry-impact-assessment-before-shifting-to-a-single-north-american-emission-standard
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米国 4-U19 Applied 

Information, 

Audi, 

Qualcomm, 

及び NEMA

は高度交通
システムに
おけるプラ
イバシーと
セキュリティ
を可能に

する規格を
支援

6月4日 NEMAは、2019 Intelligent Transportation Society of America 

(ITSA) （6月5日＠ワシントン）にてApplied Information、Inc.、Audi、
及びQualcommの専門家によるパネルのモデレーターを務める予定

 討議内容：
• コネクテッドカーの自動化が進む自動車業界で標準が果たす中心的
な役割について説明

 パネル討議参加予定者：
• Bryan Mulligan, CEO （Applied Information、Inc.）
• Brad Stertz, Government Affairs（Audi）
• Vincent Park, Senior Director of Engineering（Qualcomm）

 Bryan Mulligan氏（President, Applied Information, Inc）発言要旨：
• 「車と車、人とインフラをつなぐ新しいコネクテッドカー技術は、事故に
よる怪我や死を減らすのに重要な役割を果たす」、 「NEMAの規格は、
道路事業者や旅行客が自信を持ってこの技術を使用できるように、
シームレスな接続性、プライバシー、そしてセキュリティを保証する」

 Kevin J. Cosgriff氏（President and CEO, NEMA）発言要旨：
• 「NEMAは、コネクティビティを可能にし、車内のプライバシーと
サイバーセキュリティを保護し、より安全で効率的な交通システム移行
の核心となる」

National 
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(12/19)

NEMAは、2019 Intelligent Transportation Society of America （ITSA）にて
コネクテッドカーに関するパネルのモデレーターを務める予定

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.nema.org/news/Pages/Applied-Information,-Audi,-Qualcomm,-and-NEMA-Support-Standards-that-Enable-Privacy-and-Security-in-Intelligent-Transportat.aspx
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ティ

米国 4-U20 最新の規制
と車載診断
技術に関す
る情報を
特集する
SAEInterna

tional®

シンポジウ
ム

6月3日 SAE International® On-Board Diagnostics Symposiumの
登録開始（9月17〜19日＠カリフォルニア州ガーデングローブ 予定）

 イベント概要：
• 新しい規制、規格、および法的要件関する最新の情報を提供
• 最新のCARB、EPA、およびヨーロッパと中国の排出規制に関する
関連するSAE規格に関する情報を提供

 ワークショップ概要：
• OBD History Workshop（9月16日、13-17:30）

• OBDの歴史的、法的および論理的背景
• Diagnostic/OBD Communication Workshop 

（9月18日、18:15-21:15）
• OBD開発に関連する規格の概要
• SAE J1979に関する規格変更の概要

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(13/19)

SAE International On-Board Diagnostics Symposiumの開催に際し、登録が
開始されている

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/press-room/2019/05/sae-international-symposium-to-feature-latest-regulations-and-information-on-on-board-diagnostics-technology
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米国 4-U21 SAEInterna

tional及び
SAE ITCが
2019年
パリ航空
ショーに
出展

6月4日 SAE International及びSAE ITCは、2019年パリ航空ショーに出展
（ブース#A-47、ホール6、6月17～23日＠パリ 予定）
 SAEのスタッフが、委員会への参加方法、業界イベントへの参加方法、および

SAEの知識リソースへのアクセス方法について教授予定
 モビリティエンジニアリング業界の主要なリソース発見および管理ツールである

SAEMobilus®（42,000を超える技術標準、143,000の技術論文、6,700の
ジャーナル記事、雑誌、電子書籍へのアクセスを提供）がハイライトされる予定

 SAE国際航空宇宙委員会概要：
• 約8,500の標準を開発
• 10,000以上のメンバー

 SAE ITC概要：
• 業界コンソーシアムの設立と管理を専門
• 航空宇宙エンジンサプライヤ品質、航空宇宙規格と部品認定
プログラム、およびARINC産業活動を含むプログラムを提供

• 行政、民間、学術、政府機関が連携・協力することを可能にする
プロセス、ツール、リソースを提供

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/19)

SAE International及びSAE ITCは、2019年パリ航空ショーに出展

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/press-room/2019/06/sae-international-and-sae-itc-to-exhibit-at-2019-paris-air-show
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米国 4-U22 自動車熱管
理システム
に関する
SAE国際シ
ンポジウム
への登録を
開始

6月5日 2019 SAE Thermal Management Systems Symposium (TMSS) 

への登録を開始（10月15〜17日、ミシガン州プリマス、アメリカ 予定）
 熱管理システムに関する最新の技術、規制、およびアプリケーションに関するプレ
ゼンテーションを実施

 参加対象者：
• 米国、欧州、アジアからのエンジニア、エグゼクティブ、OEM、学術界
等の専門家

 基調講演者：
• Ted Miller氏Manager of Electrification Subsystems and Power 

Supply Research with the Ford Motor Company 

• フォードのグローバル電化サブシステムと電源の研究を担当し、
高度なセル技術、パッケージング、サーマル、EDS、EMC、充電、
電力変換、エネルギー管理、モデリングなどのバッテリシステム設計
の革新を提供

 プログラムテーマ：
• Thermal Systems for Hybrid and Electric Vehicles

• Vehicle Climate Control

• Thermal Systems and Components

• Alternative Refrigerants

• Automotive Powertrain Cooling and Underhood Thermal 

Management

• Regulatory Topics

• Thermal Systems Modeling & Simulations

• Thermal Systems for Commercial & Off-Highway Vehicles

• Waste Heat Recovery

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/06/registr

ation-now-

open-for-

sae-

internation

al-

symposiu

m-on-

vehicle-

thermal-

managem

ent-

systems
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/19)

2019 SAE Thermal Management Systems Symposium （TMSS）の開催に際し、
登録が開始されている

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/press-room/2019/06/registration-now-open-for-sae-international-symposium-on-vehicle-thermal-management-systems
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モビリ
ティ

米国 4-U23 フランスの
ボルドーで
開催される
SAE 

Internation

alの包括的

な航空技術
イベント -

2019AeroT

ech®Europ

eで航空

宇宙の未来
を探検

6月5日 SAEInternational®2019AeroTech®Europe（9月24〜26日＠ボルドー、
フランス）への登録を受付中
 付加製造、インダストリー4.0、AR / VRテクノロジー、デジタルスレッド、ブロック
チェーンなどを含む最先端技術や応用技術に関する情報を共有し、環境問題や
規制等の業界が抱える問題について議論

 主要講演者：
• Juergen Urbanski, Vice President Digital Platforms, Airbus

• Mélanie Astles, Aerobatic & Airshow Pilot and Red Bull Air Race 

Pilot

• Eric Trappier, Chairman and CEO, Dassault Aviation

• Gil Michielin, Executive Vice President, Avionics, Thales 

 主要トピック：
• Advanced Integration Technology

• Augmented/Virtual/Mixed Reality

• Aviation Cyber-Physical Security

• Connected Aircraft

• Digital and Data

• Electric Aircraft

• IA and Autonomy

• Power and Thermal Systems

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/06/explor

e-the-

future-of-

aerospace

-at-sae-

internation

al%E2%80

%99s-

comprehe

nsive-

aviation-

technology

-event-

%E2%80

%93-2019-

aerotech-

europe-

%E2%80

%93-in-

bordeaux-

france
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/19)

SAEInternational®2019AeroTech®Europeの開催に際し、登録が
開始されている

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/press-room/2019/06/explore-the-future-of-aerospace-at-sae-international%E2%80%99s-comprehensive-aviation-technology-event-%E2%80%93-2019-aerotech-europe-%E2%80%93-in-bordeaux-france
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モビリ
ティ

米国 4-U24 SAEのコー

スは、最新
の航空サイ
バーセキュ
リティの
基本事項を
紹介

6月11日 SAE Internationalは、航空サイバーセキュリティに関し、DO-326A及び
ED-202Aに関する2日間の講座を開催予定（11月、12月）

 DO-326A/ED-202A概要：
• DO-326Aは米国、ED-202Aは欧州で、唯一のacceptable mean of 

compliance (AMC)として認証された耐空性セキュリティプロセス仕様
 DO-326A and ED-202A: An Introduction to the New and Mandatory 

Aviation Cyber-Security Essentials講座概要：
• 実世界の航空サイバーセキュリティのリスク評価、開発、保証に関す
る業界のベストプラクティスを紹介

• DO-326 / ED-202のコンプライアンスリスクとコストを最小限に抑えな
がら、航空機システムの開発、展開、運用段階でのサイバーセキュリ
ティレベルを最適化するために必要な情報を紹介

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/06/https---

saemobilu

s.sae org-

cybersecur

ity-news-

2019-06-

sae-

course-

delivers-

an-

introductio

n-to-the-

latest-

aviation-

cybersecur

ity-

essentials

米国 4-U25 2019年
3DEXPERI

NCEフォー
ラムからの
洞察：ISA-

95を使用し

たボーイン
グのデジ
タル変換の
ジャーニー

6月11日 2019 3DEXPERINCE Forumにて、ボーイング社はISA95規格の適用
を含めた同社のIT変革の取組みについて講演

 講演概要：
• ボーイング社は、Second Century Enterprise Systemsプログラムの
一環として、ISA95を適用したエンタープライズ製造オペレーション
管理ソリューションを含む、ボーイングファクトリーシステムの変革を
実施

 ISA95概要：
• 製造オペレーションマネジメントのリファレンスモデルとして、メーカー
向けに開発された、企業と制御システムの統合に関する国際規格

 Lucia Chung（Senior Director, IT Factory Operations, Boeing）
発言要旨：

• 「デジタル変革に向けて規格の存在は不可欠であり、ISA95を核と
して、より多くの規格の開発が必要」

Automation

.com

https://ww

w.automati

on.com/aut

omation-

news/articl

e/insights-

from-2019-

3dexperinc

e-forum-

inside-

boeings-

digital-

transforma

tion-

journey-

using-isa-

95
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(17/19)

SAE Internationalは、航空サイバーセキュリティ規格DO-326A及びED-202A

に関する講座を開催予定

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/2019/06/https---saemobilus.sae.org-cybersecurity-news-2019-06-sae-course-delivers-an-introduction-to-the-latest-aviation-cybersecurity-essentials
https://www.automation.com/automation-news/article/insights-from-2019-3dexperince-forum-inside-boeings-digital-transformation-journey-using-isa-95
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米国 4-U26 航空宇宙用
複合材料の
専門家が今
月ウィチタに
集結、修理
技術の検証
に注力

6月12日 Commercial Aircraft Composite Repair Committee (CACRC) が
航空材料における接着修復の実証及び検証方法について協議
（6月24～28日＠ウィチタ、アメリカ）

 背景：
• 現代の航空機の複合には多量の複合材料が使用されており、修理の
標準化は航空機の運航者にとって重要

 CARC概要：
• SAEが、Aerospace Material Standard (AMS)Commercial Aircraft 

Composite Repair Committee (CACRC)として、業界全体の修理に
関する標準化を推進し、複合及び接着構造の修理ガイダンスの提供
を目的として設立

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/06/aerosp

ace-

composite

s-experts-

will-meet-

in-wichita-

this-

month-

focusing-

on-

validating-

repairs-

techniques

米国 4-U27 規格がFAA 

UASシンポ
ジウム議題
の中心に

6月17日 第4回Federal Aviation Administration (FAA) UAS Symposiumが
開催され、無人航空機システム（UAS）活用に向けた自発的な規格の
必要性を協議（6月5～6日＠ボルチモア、アメリカ）

 概要：
• ANSIは、ANSI Unmanned Aircraft Systems Standardization 

Collaborative (UASSC)の取組みを共有
• レポート"Standardization Roadmap for Unmanned Aircraft 

Systems"を発表（2018年12月）
• UASの現在および将来の標準化の展望、既存の標準及び開発中の
標準、ギャップ評価、必要な追加標準作業について記載

 今後の予定：
• ANSI UASSC はキックオフミーティング（9月12日＠ワシントンDC）
にて、標準ロードマップの改訂版（Version 2）を発表予定

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news_publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

92cc6a87-

270e-

419c-aedf-

de2d7d17

9778

896

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(18/19)

CACRC（Commercial Aircraft Composite Repair Committee）が、航空材料
における接着修復の実証及び検証方法について協議

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/2019/06/aerospace-composites-experts-will-meet-in-wichita-this-month-focusing-on-validating-repairs-techniques
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=92cc6a87-270e-419c-aedf-de2d7d179778
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モビリ
ティ

米国 4-U28 SAE 

Internation

alの次の
Meetupイベ
ントでは、自
律システム
の検証につ
いて議論す
るために
Altran 

Automotive

とMotus 

Venturesを
招集

6月17日 SAE InternationalによるInnovations in Mobility Meetupは、高度自
律システムと支援システムの検証が焦点（6月18日＠サンノゼ、米国）

 講演概要：
• Ralf Nikolaus, technical unit manager,  Altran Automotiveは、
次世代の先進運転支援システム（ADAS）とSAEレベル3+の自動運転
の検証について講演

• Robert Seidl, managing director, Motus Venturesは、新しいベン
チャーや製品の「80/20ルール」について講演

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://www

sae.org/ne

ws/2019/06/

sae-

internationa

l%E2%80%

99s-next-

meetup-

rounds-up-

altran-

automotive-

and-motus-

ventures-to-

discuss-

validation-

of-

autonomou

s-systems

米国 4-U29 Global City 

Teams 

Challenge 

Smart and 

Secure City 

Expo が7月
10〜12日に
ワシントン
DCで開催

6月20日 NISTを含むGlobal City Teams Challenge（GCTC）がSmart and 

Secure City Expo を開催（7月10～12日＠ワシントン 予定）
 Expo概要：

• 米国商務省国家電気通信情報庁（NTIA）、国土安全保障省化学技
術局（DHS S&T）、NISTが共同で開催

• 健康、農業、ビル管理、公共安全、交通、等における問題解決への
ネットワーク及びIoTの活用を議論

 GCTC概要：
• 2014年にNISTが中心となり開始した産官学の取り組み
• Cyber-Physical Systems (CPS) やIoT等、スマートシティ関連技術
の活用、発展、関連規格の発展を志向

米国標準技術
局 (NIST)

https://www

nist.gov/ne

ws-

events/new

s/2019/06/g

lobal-city-

teams-

challenge-

smart-and-

secure-city-

expo-

convenes-

july-10-12
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(19/19)

NISTを含むイニシアティブGlobal City Teams Challenge（GCTC）により
Smart and Secure City Expoが開催予定

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.sae.org/news/2019/06/sae-international%E2%80%99s-next-meetup-rounds-up-altran-automotive-and-motus-ventures-to-discuss-validation-of-autonomous-systems
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/global-city-teams-challenge-smart-and-secure-city-expo-convenes-july-10-12
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モビリ
ティ

中国 4-C1 ネットワーキ
ングおよび
アプリケー
ション標準
化ワーキン
ググループ
の初回ミー
ティングを
天津にて
開催

6月11日 ネットワーキング及びアプリケーション標準化ワーキンググループの初回
の標準化開発会議を開催（4月9日＠天津）

 目的：
• 「インテリジェントネットワーク車両製造のためのガイドライン」の発行
及びインテリジェントネットワーク自動車規格の開発の促進

 会議スケジュール：
• 午前：「路上走行車とネットワーク車の方法」のための標準化と
スタートアップ会議を開催

• 参加者：自動車メーカー、通信会社、部品メーカーから
構成される規格のドラフトプロジェクトチームメンバーの代表、
計10人以上

• 討議内容：規格策定の背景と内容を専門家に紹介し、主要作業
と計画を定義。規格の既存の問題を詳細に議論し、次のステッ
プで主な作業内容と役割分担を決定、現在の作業計画に従って
規格の主な技術的内容を詳細に分析する予定

• 午後：「LTE-V2Xベースの自動車情報インタラクションシステム通信」
を開催

• 参加者：自動車メーカー、通信会社、部品メーカー、試験機関、
および研究機関から構成される規格のドラフトプロジェクト
チームメンバー、計40人以上

• 討議内容：規格設定の背景と規格の枠組みのドラフトの紹介や、
プロジェクトの実施計画と必要時間の要件の定義、通信規格と
関連する規格の紹介や作業やドラフトの担当についての説明を
実施

• 枠組みのドラフトについて詳細な議論が行われ、規格の範囲の
重要な要素、内容が明確化、規格の内容に基づくフォローアップ
作業計画が決定

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1378.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/18)

ネットワーキング及びアプリケーション標準化WGは、インテリジェントネットワーク自動
車規格の検討のため初回標準化開発会議を開催

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1378.html
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中国 4-C2 電気自動車
規格の2019

年最初の
ワーキング
グループを
重慶で開催

6月11日 電気自動車規格の2019年最初のワーキンググループを開催
（3月26日～27日＠重慶）

 参加者：
• 国内外の電気自動車とバッテリー会社、試験機関、科学研究機関等
（計120人以上）

 討議内容
• 中国標準規格（GB/ T 19753、GB / T 32694、GB / T 18386、および

GB / T 19754）の4つの規格の改訂を、国際主流規格および規制の
開発状況ならびに国内排出規制の関連内容とともに詳細に紹介

• 自動車エネルギー効率基準推進計画の進捗状況、中国の6つの
PHEV排出量試験、中国の実際の走行特性に基づくUF研究、電気
自動車のエネルギー消費、電気自動車の環境適応性評価技術の
研究等を紹介

• 商用車の三段階試験法と拡張範囲車の問題を詳細に議論し、規格
改訂において一貫性を考慮することを提案

 今後の予定：
• GB / T 19753およびGB / T 18386の軽量規格車の規格のドラフトが

4月に発表される予定。これら2つの規格およびGB / T 32694のフォ
ローアップ会議を実施し、2019年にすべての研究作業の完了を予定

• GB/T 19754 およびGB/T 18386大型商用車については、2020年中
に研究作業が完了予定。これら二つの規格への伝統的な車両の
エネルギー消費量の試験方法であるGB/T 27840の改訂にも沿う
必要があるため、フォローアップを計画

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1377.ht

ml

899

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/18)

全国自動車標準化技術委員会 （SAC/TC114）は、電気自動車規格に係る初WGを
開催

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1377.html
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中国 4-C3 2019年燃料
電池電気
自動車作業
部会を開催

6月11日 広東省佛山市南海区人民政府と佛山市南海区南シナ海新エネルギー
自動車産業振興センターが、本年の燃料電池電気自動車作業部会を開
催（4月2日＠佛山）

 参加者：
• 完成車製造メーカー、部品製造メーカー、試験機関等（計約100名）

 討議内容：
• GB/T24549「燃料電池電気自動車の安全要求事項」：意見募集が完
了し、規格のレビューを実施予定。衝突時の燃料電池電気自動車の
安全性についても議論予定。試験機関に適切な実験的経験がなく、
適切な経験を持つ外国企業とのコミュニケーション強化が必要

• 燃料電池電気自動車のコールドスタート性能の試験方法：実現のた
め、排気ガスの排出濃度の研究が必要。一方で外国企業の試験状
況を確認し、関連規制のデータソースを研究することを提案。なお、
コールドスタート試験の評価指標は起動段階まで中断、スタート性能
評価は当面考慮しないことを決定

• GB/T24554「燃料電池エンジン性能試験方法」：テキストの修正に加
えて、流量計の現在の精度および気密性試験における圧力を調査。
同時に、GB / T37154-2018の計量法、圧力温度法および流量計法
を比較して分析し、それらの利点、不利点および一貫性を分析

• GB/T26991「燃料電池電気自動車の最高速度の試験方法」：改訂に
際しては、フルパワータイプ、プラグインタイプ、および拡張プログラ
ムなどの異なるタイプの燃料電池電気自動車の特性を十分に考慮

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1376.ht

ml

900

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/18)

広東省佛山市南海区人民政府と佛山市南海区南シナ海新エネルギー
自動車産業振興センターが、燃料電池電気自動車作業部会を開催

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1376.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C4 中国が自律
走行車両の
ガイドライン
を起草、
一方で課題
も残る

6月14日 中国が国内初のインテリジェント・コネクテッド・ビークル（ICV）に係る
情報セキュリティガイドラインのドラフトを発表
 協会は、今年第三四半期の公式文書の発表を前に、OEMやサプライヤーに対し
てドラフトへの提案やフィードバックを募集中

 一方で、交通法の適用の遅れや、各々AVの目標に取り組んでいる政府機関の
コミュニケーション不足から、intelligent connected vehicle（ICV）の適用に課題

 中国は、2018年の4月に国内初の自律走行車両の試験を許可するガイドライン
を発行。本年4月までに35社が16の都市で109のライセンスを取得（約半分が
Baiduが取得）しており、米国が独占しているAV市場に競争をしかける狙い

 目的：
• データセンターや車両ソフトウェアに影響するハッカーやウイルス等
による安全リスクを最低限に抑制

 作成者：
• 中国汽車工業協会の監督の下、AI及び検索大手のBaiduと国有自
動車メーカーのFAW、Ford China、清華大学が協働で作成

Technode https://tech

node com/

2019/06/1

4/china-

icv-policy-

cesa-19/

中国 4-C5 無人航空機
（UAV）の
製造規格

ガイドライン
の改正が
広州にて
スタート

6月14日 規制当局及び企業が無人航空機（UAV）の製造規格ガイドラインの
改正を開始（6月4日）

 改正目的：
• さまざまな産業におけるドローンの活用により、品質、安全、性能に
おける新たな要件が追加されてきたため、市場の需要や政府の規制
に合わせた改正が必要

 参加者：
• 各州の市場規制当局、産業情報技術省、公安局、航空技術研究所、
広東省標準化局、Shenzhen Dajiang Innovation Technology Co., 

Ltd.、Guangzhou Jifei Technology Co., Ltd., 西北工学院等、
計40人以上

国家標準化
委員会 (SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201906/t2

0190614

343607.ht

m

901

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/18)

中国が国内初のインテリジェント・コネクテッド・ビークル（ICV）に係る
情報セキュリティガイドラインのドラフトを発表

モビリティテーマ別情報詳細

https://technode.com/2019/06/14/china-icv-policy-cesa-19/
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201906/t20190614_343607.htm
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C6 光州グリー
ンカー部品
産業振興財
団と戦略的
協力協定に
署名

6月3日 中国自動車技術研究センターは、光州グリーンカ―部品産業振興財団と
新エネルギー車両のR&D実証と性能開発に関する戦略的協力協定に
署名（5月30日）

 参加者：
• 中国自動車技術研究センター事務局長 Yu Kai

• Gao Jidongエンジニアリング研究所副所長 Hu Jimin

• 光州市長 Li Yongzhen

• 光州グリーンカ―部品産業振興財団Ding Dingzan 他関係者

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90603/285

65.html

中国 4-C7 天津大学と
戦略的協力
協定及び
インテリジェ
ントネット
ワーク技術
及び応用研
究に関する
共同実験に
署名

6月11日 中国自動車技術研究センターは、天津大学と戦略的協力協定及びインテ
リジェントネットワーク技術及び応用研究に関する共同実験に署名、研究
所の協働設立を発表（6月10日）
 天津大学一行は、署名式の後、高度環境試験室や電磁両立性試験室、性能試
験室を訪れ、実際の衝突試験を見学やドローン操作を実施

 出席者：
• 天津大学事務局長 Li Jiajun

• 天津大学インテリジェンス＆コンピューティング学部長 Li Keqiu

• 中国自動車技術研究センター事務局長 Yu Kai

• 中国自動車技術研究センターデータセンター長 Zheng Jihu

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90611/286

20.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/18)

中国自動車技術研究センターと光州グリーンカ―部品産業振興財団は、エネルギー
車両のR&D実証と性能開発に関する戦略的協力協定に署名

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190603/28565.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190611/28620.html
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モビリ
ティ

中国 4-C8 中国規格の
「走出去」
（海外投資
戦略）の
実践 - 中国
自動車セン
ターはタジ
キスタン及
びモロッコ
の自動車

規格および
規制当局と
の協力覚書
に署名

6月21日 CATARCのASRI（自動車標準研究所）所長であるFeng Wei氏は、
タジキスタン共和国及びモロッコの自動車規格および規制当局との
協力覚書に署名
 Wei氏はCATARCを代表し、タジキスタン共和国の標準化計量認証貿易管理部
と自動車の規格と規制の分野における協力に関する覚書に署名（6月14日）

 覚書内容：
• 標準化に関する知識の交換、標準および規則の共有を加速
• タジキスタンの標準規制の枠組み構築における協力プロジェクトの
実施

 中国側の締結目的：
• 中央アジア諸国による中国の自動車規格および規制に対する認識を
強化

• 中国と中央アジア諸国間の実質的な協力を深め、中国の自動車
規格及び規制の国際的影響力を拡大・維持

■Wei氏はCATARCとBYDを代表し、モロッコ標準化協会と自動車規格及び関連
規制における協力に関する覚書に署名（6月17日）

 覚書内容：
• CATARCとBYDをモロッコ電気自動車標準技術委員会のメンバーと
して登録

• 協力の範囲を拡大し、標準に関する情報交換と人材育成を強化
• モロッコにおける新エネルギー自動車のための規格と規制システム
を共同で確立し改善

 中国側の締結目的：
• 「一帯一路」における標準のコネクティビティを促進
• 中国の自動車規格の「輸出」と製品の「輸出」の組み合わせによる、
中国の自動車規格と中国の自動車ブランドの国際的影響力の
さらなる拡大

＊BYD：中国の電気自動車（EV）最大手

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1394.ht

ml

903

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(6/18)

CATARCのASRI（自動車標準研究所）は、タジキスタン及びモロッコの自動車規格
及び規制当局との協力覚書に署名

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1394.html
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モビリ
ティ

中国 4-C9 電気駆動シ
ステム電磁
適合性試験
とGB 

14023

（意図的起
動識別）の
改訂会議を
開催

6月26日 電気駆動システムの電磁適合性試験およびGB 14023（意図的駆動識
別）の改訂に関する会議を開催（6月20日～21日＠天津）

 討議内容：
• 電気駆動システムの電磁適合性（EMC）評価や専門家の研究結果
等を共有。異なる電気駆動負荷方法測定の不確実性の影響因子を
体系的に研究するために特別な研究作業部会を設立することで合意

• GB 14023（意図的駆動識別）装置免除の関連情報付録のドラフトに
ついても議論。付録ドラフト作成においては、国家標準化管理委員会
のプロセスに従いできるだけ早く発表する予定

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90626/287

84.html

中国 4-C10 中国の規格
の「国外進
出」を実践-

タジキスタン
および
モロッコの
自動車規格
および規制
当局との
協力覚書に
署名

6月26日 中国自動車技術研究センターがタジキスタン標準化測定・認証・貿易
監督省との協力覚書（6月14日）、モロッコ標準化協会との協力覚書
（6月17日）に署名
 タジキスタンとの交流は、国家標準化管理委員会の指導の下に2017年に設立さ
れた「中国 - 中央アジア自動車規格規制交換および協力メカニズム」の一環で、
中国の自動車規格と規制の国際的影響力を拡大し続けるための重要なステップ
として位置づけ

 覚書により、標準化に関する人事交流、規制およびデータ共有の交換を
促進

 中国自動車技術研究センターとBYD自動車産業有限公司およびモロッコ標準化
協会が自動車規格と関連分野の関連分野に関する協力覚書に署名

 覚書により、標準に関する情報交換および人材育成に関する協力の強化、
モロッコにおける新エネルギー自動車のための標準および規制システム
の共同確立に関して協力を約束。また、中国自動車技術研究センターと
BYDがモロッコ電気自動車標準技術委員会のメンバーとして委員会に
参加

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90626/287

88.html

904

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/18)

中国自動車技術研究センター(CATARC)は、電気駆動システムの電磁適合性試験
及びGB 14023（意図的駆動識別）の改訂に関する会議を開催

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190626/28784.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190626/28788.html
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モビリ
ティ

中国 4-C11 中国標準化
研究院が
第25回アフ

リカ地域標
準化機構
（ARSO）

会議参加の
ために職員
を派遣

6月26日 第25回アフリカ地域標準化機構（ARSO）会議に中国標準化研究院
（CNIS）の国立標準化協会が参加（6月19日～21日＠ナイロビ）

 テーマ：
• 自由貿易地域における質の高いインフラの役割

 参加者：
• ISO、IEC、ITU、CEN、CENELECおよびその他の国際的・地域的
組織を含むARSOの加盟37カ国の加盟国の代表、および英国、
フランス、スウェーデン、米国、韓国その他の国からのオブザーバー
（計77名）

 内容：
• セッション1： 規制の枠組みと政策-アフリカ自由貿易地域（AfCFTA）
における貿易の技術的障害（TBT）と衛生植物検疫措置（SPS）

• セッション2 ：アフリカの自動車産業 - アフリカは産業推進のために
規格と規制の枠組みを使用可能か

• セッション3 ：エジプト内貿易 - 規格と適合性評価の調整
• セッション4：市場アクセス－持続可能性基準とエコラベルの役割の
経験共有

中国標準化
研究院（CNIS）

http://www.

cnis.ac.cn/

bydt/zhxw/

201906/t2

0190626

43637.htm

l

905

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/18)

CNISの国立標準化協会は、第25回アフリカ地域標準化機構（ARSO）会議に参加

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201906/t20190626_43637.html
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モビリ
ティ

中国 4-C12 5Gオート

モーティブ・
アソシエー
ション
（5GAA）が
MWC 

Shanghai 

2019に
おいて中国
のC-V2X

展開の進展
を共有する
主要関係者
を集める

6月27日 アジア最大規模のモバイルイベント「MWC（モバイル・ワールド・コングレ
ス） Shanghai 2019」において、地域における「Cellular Vehicle-to-

Everything」（C-V2X）テクノロジーの展開状況を説明
 中国公的機関代表は、各省庁はIntelligent Connected Cars（ICV）に関する
産業発展3年計画の発表、昨年のC-V2X 5.9GHz ITSスペクトラムのリリースを
受け、現在複数シナリオにおける相互運用性の問題解決のためICVの標準規格
システム検討を加速していると強調

 企業らは中国の道路および車両におけるC-V2X進展の詳細を説明。20件以上
のトライアルおよびパイロット・プロジェクトが進行しており、10省で100kmの道路
がC-V2Xでデジタル化していることに言及

PR Newswire https://ww

w.prnews

wire.com/i

n/news-

releases/5

gaa-

brings-

together-

key-actors-

to-share-

advances-

on-c-v2x-

deploymen

t-in-china-

at-mwc-

shanghai-

2019-

82179304

1 html

906

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(9/18)

中国公的機関代表は、MWC Shanghai 2019において、地域における
Cellular Vehicle-to-Everything（C-V2X）テクノロジーの展開状況を説明

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.prnewswire.com/in/news-releases/5gaa-brings-together-key-actors-to-share-advances-on-c-v2x-deployment-in-china-at-mwc-shanghai-2019-821793041.html
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モビリ
ティ

中国 4-C13 ネクスティと
CATARC、
中国で合弁
会社設立

6月28日 豊田通商グループのネクスティ エレクトロニクスのグループ会社2社が、
中国汽車技術研究中心（CATARC）のグループ会社と折半出資で合弁
会社を設立（6月＠常州市、中国）

 合弁会社概要：
• 名称：CATARC AERI C＆S（Changzhou）Intelligence 

Technology

• 事業内容：中国内の自動車メーカーやTier 1企業に対し、車載
Ethernetテストサービスを提供。CATARCグループとともに、車載
Ethernetの規格策定から規格適合テスト、認証までのスキームを
構築

 出資比率：
• ネクスティ エレクトロニクスグループ「豊田通商先端電子（大連）」及

び「C＆S Group」：50％（25％ずつ）
• CATARCグループのエンジニアリング会社「中汽研（常州）汽車工

程研究院」（CATARC AERI常州）：50％

EE Times 

Japan

https://eeti

mes.jp/ee/

articles/19

06/28/new

s047.html

中国 4-C14 中国車メー
カー 淘汰
の波 来月
から排ガス
規制強化

6月29日 中国は主要都市や内陸部で、有害物質の排出量の4～5割削減を義務
付ける、より厳格な新排ガス規制を導入（7月1日開始予定）
 中国政府は欧州の基準を参考に2001年から排ガス規制を施行し、現在は5段階
目となる「国5」基準を設定

 今回の「国6」基準は窒素酸化物（NOx）などの排出量を23年までに段階的に
4～5割削減する内容で、欧州の現行規制「ユーロ6」より厳格

 大気汚染が特に深刻な河北省や山西省、陝西省等のほか、上海市や四川省
など15省・直轄市で先行して適用

 （参考）当初2020年7月導入予定だったが、習近平が18年に策定した
「青空を守るための戦いに勝利する3年行動計画」野中で、大気汚染が
深刻な都市などを対象に「国6」基準の1年前倒しを命令

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXMZO46

745310Y9

A620C1FF

E000/
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(10/18)

中国は、主要都市や内陸部において有害物質排出量を4～5割削減することを目指す
新排ガス規制を7月より導入

モビリティテーマ別情報詳細

https://eetimes.jp/ee/articles/1906/28/news047.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46745310Y9A620C1FFE000/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C15 第3回中国 -

ASEAN自
動車規格
規制協力
対話を開催

6月5日 第3回中国-ASEAN自動車規格規制協力対話を開催
（5月13日＠インドネシア）
 会議中、中国規格協会とインドネシア自動車研究所が覚書に署名。将来の自動
車標準化、産業政策および人材育成の分野における交流と協力を強化

 参加者：
• 中国及びASEANの自動車当局者や中国の自動車メーカーの関係者
及び専門家、計60人以上

 討議内容：
• 中国の新エネルギー車の標準開発および評価システム、車両技術
の開発、新エネルギーバス業界の政策や技術開発について報告

• ASEANの5か国の当局担当者が、主要産業プロジェクト、標準と規
制、安全や充電、新エネルギー車の主要規制プロジェクトや認証シス
テムに関する最新の開発状況、将来の傾向と計画について紹介

 翌日5月14日、中国国家自動車産業センターとインドネシア工業省が「中国 - イ
ンドネシア新エネルギー自動車規格規制交換および協力対話」を開催

 「中国 - インドネシア新エネルギー自動車規格規制交換および協力対話」
参加者：

• 中国 - インド自動車局の関係者、研究所の専門家、および自動車会
社の代表（約50人）

 「中国 - インドネシア新エネルギー自動車規格規制交換および協力対話」
討議内容：

• 両国の新エネルギー自動車の安全性、省エネ、排出に関する最新の
開発と計画及びASEAN自動車規制の統合プロセスに関する将来の
開発動向と技術規制および認証システムについて議論

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1359.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(11/18)

第3回中国-ASEAN自動車規格規制協力対話をインドネシアにて開催し、中国及び
ASEANの自動車当局者やメーカー関係者が参加

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1359.html
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C16 自動標準化
技術委員会
（NTCAS）
が2019年の
事務総長
作業部会を
開催

6月17日 NTCAS（国家標準化自動技術委員会）は、2019年書記長会議を開催
（3月28日＠寧波）

 参加者：
• 徐翔（国家市場監督管理局標準技術管理部交通エネルギー資源

環境課）
• 陳春梅（産業情報技術省機器産業局自動車部）
• その他複数省庁の役人

 会議にて発出された意見（抜粋）：
• 自動車業界の質の高い発展を促進し、業界と技術のレベルを実用

的な方法で一致させるために規格品質を高め、信頼性が高く実行
可能な規格策定を実施すべき

• 国家規格、産業規格およびグループ規格間の調整を強化すべき
• 国際標準化における成果を維持、強化し、その範囲を拡大すべき

等

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://englis

h.catarc.org

cn/Develop

mentsOfSta

ndardizatio

nWork/detai

l/1393.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(12/18)

NTCAS（国家標準化自動技術委員会）は、2019年書記長会議を開催

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1393.html
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モビリ
ティ

中国 4-C17 メタノール燃
料自動車規
格に関する
ワーキング
グループが
規格に係る
シンポジウ
ムを杭州に
て開催

6月17日 CATARCのASRI（自動車標準研究所）がメタノールを燃料とする自動車
の規格に関するワーキンググループを主催（4月10日＠杭州）

 会議の目的：
• 自動車分野に係る技術ルートや規格のパラメータなどの側面に
ついて十分に検討し議論

 会議内容：
• メタノール燃料車に関する一連の規格と、作業部会によって研究中
の規格プログラム「産業用省エネルギーとグリーン標準化に関する
特別プログラム」について紹介

• メタノール燃料車規格のプログラム承認およびフォローアップ計画に
ついて報告

• 3つの関連規格「不規則な汚染物質の制限と測定方法」、「メタノール
関連成分の特別な要件」、及び「特別なラベルの配置」の草案に
ついて議論し、合意

 規格策定背景：
• 8省庁が「特定地域へのメタノール燃料自動車の適用に関する
ガイダンス」を発行（3月19日）

• ガイダンスにて、標準プログラムの実施は重要な要素であると強調

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

91.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(13/18)

CATARCのASRI（自動車標準研究所）が、メタノールを燃料とする自動車の規格に関
するWGを主催

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1391.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C18 NTCASの

インテリジェ
ントコネク
テッドカー
小委員会は、
インテリジェ
ントコネク
テッドカーの
ためイノ
ベーション

アライアンス
と中国での
標準化に
おける知見
を交換

6月17日 CAICV(インテリジェントコネクテッドカーのための中国産業イノベーション
アライアンス) は、CATARCのASRI（自動車標準研究所）を訪問
（4月4日）
 両者は中国の自動車産業の発展に関する協力に合意

• インテリジェントコネクテッドカーの標準システムの構築を推進
• 定期的なコミュニケーションメカニズムを構築し、標準に関する協力と
研究の発展を通して、自動車産業の革新的発展を推進

 討議内容：
• NTCASのインテリジェント・コネクテッドカー小委員会事務局が2018

年の活動と2019年の計画を説明
• CAICVは自動運転マップとポジショニングに関するワーキンググルー
プや2019年度の標準システムと作業計画について紹介

＊NTCAS：CATARCの下位組織。自動車業界関連の最新情報を
とりまとめ提供

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

92.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/18)

CAICV(インテリジェントコネクテッドカーのための中国産業イノベーションアライアンス)は
CATARCのASRI(自動車標準研究所)を訪問、自動車産業の発展に関する協力に合意

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1392.html
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モビリ
ティ

中国 4-C19 自動車業界
の標準化及
び規格に関
する最初の
研修会2019

を杭州で
開催

6月17日 中国標準化協会自動車部門と一緒にNTCAS（国家標準化技術委員会）
事務局が「自動車産業に関する初の研修会」を開催
（4月18日～19日＠杭州）
 自動車業界の標準化、自動車の標準化システム及び業界標準化における

NTCASの最近の作業に関する国内規制と管理要件について専門家に紹介
 研修会にて参照された規格：

• GB/T 1.1-2009 規格化のための指令-第1部：標準の構造と起草
• GB/T 20000.6-2006 規格化の手引き-第6部：コードオブスタンダード
• GB/T 20001.10-2014 規格の起草に関する規則-パート10：製品
規格

■NTCASと中国標準化協会自動車部門は連携を強化予定
 連携における主な目標：

• 自動車業界の標準化に関わる人員及び標準作成担当者にトレーニ
ングの機会を提供

• 自動車業界の標準作成の品質を向上

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

90.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/18)

NTCAS（国家標準化技術委員会）事務局は、中国標準化協会自動車部門と共同で、
自動車産業に関する初の研修会を開催

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1390.html
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モビリ
ティ

中国 4-C20 EV全車両

規格に関す
るワーキン
ググループ
は、2019年
の重慶での
最初の会議
を開催

6月17日 EV全車両基準に関するワーキンググループを開催
（3月26日～27日＠重慶）
 会議ではEV規格の開発について概説し、規格の改訂が後2年間でワーキンググ
ループにとって重要な課題となることを共有

 討議内容：
• 業界要件を満たすことが可能な、国内及び産業用のEV規格は全部
で129規格存在しているが、製品技術の進化に伴い、一部規格の技
術規定を更新する必要あり

• 特にエネルギー消費量については、複数の国家政策に関連しており、
産業の発展を導くうえで重要であることを強調

 今後のスケジュール：
• 軽自動車に関する規格GB/T 19753、GB/T 18386、GB/T 32694の
研究（2019年末までに完了予定）

• 大型商用車に関する規格GB/T 19754およびGB/T 18386の研究
（2020年までに完了予定）

 出席者：
• EVメーカー、バッテリーメーカー、試験機関、科学研究機関を含む80

以上のメンバーから120人以上

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

87.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/18)

EV全車両基準に関するWGが開催され、EV関連規格の更新の可能性等について討議

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1387.html
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モビリ
ティ

中国 4-C21 燃料電池

電気自動車
に関する
ワーキング
グループが
佛山で2019

年最初の
会議を開催

6月17日 燃料電池電気自動車に関するワーキンググループは、2019年第1回
会議を開催（4月2日＠佛山）
 南海地区委員会の副所長のLi 氏は燃料電池電気自動車の推進に関する計画
を紹介し、2020年までに28箇所の水素補給所を建設することを提案

• Li 氏は南海区がプロジェクト「Xianhu Hydrogen Valley」を核として、
水素製造、水素充填、水素電池、コア部品、パワートレイン、水素燃
料電池車の製造を統合した水素エネルギー産業チェーンを構築した
ことを報告

 会議における決定事項（抜粋）：
• GB / T 24549「燃料電池電気自動車 - 安全要求事項」：本会議にて
コメント募集に関する作業は完了。次のステップとしてレビュー及び
承認を実施予定

• GB / T 24554「燃料電池エンジンの性能試験方法」：既存のテキスト
の修正に加え、電流流量計の精度と気密試験で得られた圧力値に
ついてさらに検討する必要有

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

88.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(17/18)

燃料電池電気自動車に関するWGは、2019年第1回会議を開催し、燃料電池電気自動
車、燃料電池エンジンに関する規格の検討状況について共有

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1388.html
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モビリ
ティ

中国 4-C22 江蘇省常州
で開催され
たEVシリー

ズ規格推進
会議

6月5日 CATARCは「EVシリーズ規格の推進会議」を開催
（3月20日＠江蘇省常州）
 3つの国内推奨規格の紹介および説明を実施

 GB/T 37153-2018 EVの低速警報音
 GB/T 37133-2018 EV用高圧および大電流配線およびコネクタに関する
技術要件

 GB/T 36282-2018 電気自動車用の駆動モータシステムの電磁適合性要
件と試験方法

 中国におけるEV標準化の全般的な進展と体系的な構築を紹介
 討議内容（抜粋）：

• EVの標準化システム
• 標準化ロードマップの策定
• 標準プロジェクトの発表や研究
• 将来の標準化に関する作業

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

69.html

中国 4-C23 電気自動車
安全基準技
術研修会を
開催

6月4日 自動車標準化研究所が「電気自動車安全基準技術研修会」を開催
（6月20日＠安徽省予定）

 背景：
• 近年、新エネルギー車の安全事故が複数発生しており、所管当局が、
省エネルギーと新エネルギー自動車産業の発展の省庁間合同会議
に関する特別調査を実施

• 会議の結果、新エネルギー車両、パワーバッテリー、充電インフラの
安全基準の改善を加速させ、新エネルギー車両のライフサイクルを
通して品質と安全性を向上させることを要求

 研修会内容：
• 新エネルギー自動車業界の主要な専門家が現在および今後の新エ
ネルギー自動車安全基準に関する規格の主案、既存の安全規格と
国際規格および規制の最新の動向の包括的内容や正式解釈を説明

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1356.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(18/18)

CATARCは、EVシリーズ規格の推進会議を開催し、主に電気自動車に係る3つの国内
推奨規格について紹介

モビリティテーマ別情報詳細

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1369.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1356.html
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モビリ
ティ

マレー
シア

4-A1 スマートマ
ニュファク
チャリングに
おける
マレーシア
と中国の協
力に向けた
新たな
取り組み

6月14日 マレーシア－中国製造業ラウンドテーブルにおいて、マレーシア標準工
業研究所（SIRIM）とHuaweiがパートナーシップを締結
（6月14日＠コタキナバル）
 SIRIMとHuawei Technologies（マレーシア）は、技術的専門性やICTソリュー
ションにおける支援を実施するための、Industry 4.0及びスマートマニュファク
チャリング関連分野における協力強化のパートナーシップを締結

 ラウンドテーブルでは、マレーシア自動車・ロボティクス・IoT協会(MARii)と中国
電子科技集団有限公司（CIETC）、K.T.I Sdn BhdとSany Construction 

Industry Development (M) Sdn Bhd、NHY BorneoとSANY (China)がMoUを、
P Telecommunication Sdn Bhd とChina Wuhan FiberHome 

Telecommunication Technologies Co., LtdがMoAを締結
 協力内容：

• インフラのための企業及び中小企業の連結性促進、人材開発のため
の助言及び協力、規格のガイドラインのベストプラクティス及び展開

マレーシア
国際貿易
産業省 (MITI)

https://ww

w.miti.gov.

my/miti/res

ources/Me

dia%20Rel

ease/Medi

a Stateme

nt New In

-

Roads Fo

r Malaysia

-

China Co

operation

In Smart

Manufactu

ring.pdf
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/3)

マレーシア－中国製造業ラウンドテーブルが開催され、SIRIM（マレーシア標準工業
研究所）とHuaweiはパートナーシップを締結

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Media_Statement_New_In-Roads_For_Malaysia-China_Cooperation_In_Smart_Manufacturing.pdf
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A2 2019年7月
1日より施行
される
未登録の
Eスクーター
に対する
違反と非UL 

2272認証
PMDの販売
について

6月20日 陸上交通局（LTA）は、7月1日より登録されていないeスクーターの公道
での使用、UL 2272認定を受けていないPersonal Mobility Devices

（PMD）の販売が禁止となることを国民にリマインド
 Eスクーター登録制度の概要：

• eスクーターの登録を2019年1月2日に開始。登録者は16歳以上とし、
eスクーターがActive Mobility Act 2017に規定されているデバイス
基準に準拠していることを宣言する必要あり

• LTAはすべてのPMD所有者に対し、UL 2272認定のPMDのみを
使用することを強く推奨（2019年7月1日以前に購入したUL 2272未
認証PMDの既存の所有者は、2020年12月31日まで登録を行えば
使用可能。その後登録解除）

• 公道での使用を目的とし、UL 2272認証を受けていないPMDを販売
（およびリース）することは2019年7月1日以降違法

 （参考）登録状況
• 75,000以上のeスクーターが登録されており、登録者の約85％がシ
ンガポール人（6月20日時点）

Land 

Transport 

Authority, 

Singapore

https://ww

w.lta gov.s

g/apps/ne

ws/page.a

spx?c=2&i

d=4d187fb

d-2958-

4f11-8400-

06dbeef59

4a7
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(2/3)

シンガポールLTA（陸上交通局）は、未登録eスクーターの公道使用禁止、
UL 2272未認定のPersonal Mobility Devices（PMD）の販売禁止について告知

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.lta.gov.sg/apps/news/page.aspx?c=2&id=4d187fbd-2958-4f11-8400-06dbeef594a7
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A3 シンガポー
ルが自動
運転車の
レースで
重要な役割
を果たす

6月27日 シンガポールが、自律運転車両（AV）に関連する必要なインフラ、試験場、
技術基準および規制を構築するために迅速に動いており、AV開発を
目指す外国企業にとって魅力的な場所であることを紹介
 シンガポール経済開発庁（EDB）は、AVとスマートモビリティを有望な新産業クラ
スターとして特定し、シンガポールはこれらの分野で主導的役割を果たすことが
できると発言（2019年2月）

 シンガポールは3つの町で無人バスとシャトルを展開することを目標に設定
（2022年～）

 陸上交通庁とAV試験センター（CETRAN）は、シンガポールでのAVの安全な配
備を保証するための国家標準Technical Reference 68を発行（2019年初）

 道路交通法を改正（2017年）し、シンガポールの道路でのAVの試験・使用に関
する規制の枠組みを確立

The Mainichi 
（毎日新聞）

https://mai

nichi jp/en

glish/articl

es/201906

27/p2g/00

m/0bu/012

000c

インド
ネシア

4-A4 ジャカルタ
の電気バス
が規制の
ハードルに
直面

6月29日 首都で電気バスの運行準備を進めているトランスジャカルタが、法的な
問題に直面していることを紹介
 運輸省担当者は、自動車登録証明書（STNK）取得のための電気バスの
バッテリー試験に必要な機器を入手できていないと発言

 公共政策の専門家のAgus Pambagio氏は、2017年から議論されているEVに
関する大統領規則案は公共交通機関としての電気自動車については言及して
おらず、EVに対するインセンティブが欠如していると発言。ジャカルタがノル
ウェーのEVイニシアチブに従い、バスを最初の10年間で免税にすることを提案

The Jakarta 

Post

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/06/28/jaka

rtas-

electric-

buses-

face-

regulation-

hurdles.ht

ml
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(3/3)

シンガポールは、自律運転車両（AV）に関連する必要なインフラ、試験場、技術基準
及び規制の整備を推進しており、外国企業にとって魅力的な国であることをアピール

モビリティテーマ別情報詳細

https://mainichi.jp/english/articles/20190627/p2g/00m/0bu/012000c
https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/28/jakartas-electric-buses-face-regulation-hurdles.html
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モビリ
ティ

国際 4-O1 航空安全

機関は飛行
タクシーの
ためのルー
ル策定を
急ぐ

6月3日 世界中の航空安全機関にとって、飛行タクシーのためのルール策定が
急務

 背景：
• 複数の企業は、今後5〜10年以内に飛行タクシーのサービス開始を
目指す

 発言：
• 欧州航空安全機関（EASA）は、「飛行タクシーについて、初期段階で
はあるがあり、運用、保守、操縦能力、騒音、等、機体とソフトウェア
の安全性を保証するためのテストを開発中である」と発言

 他国の動向：
• 英国では、民間航空局がNestaやVolocopter等の飛行タクシー関連
会社／団体が自社の技術をテストできる仮想スペースを開設、

• 中国では、規制当局が5社に耐空性基準と認証を年末までに検討す
る権限を付与

• また、中国民間航空局は、2020年までの規制基準及び無人航空機
のデモンストレーション策定、2035年までの航空管理システム構築を
提案するガイドライン案を発表

Financial 

Times

https://ww

w.ft.com/c

ontent/13a

8bd1e-

82be-

11e9-

9935-

ad75bb96

c849
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(1/6)

各国の航空安全機関にとって飛行タクシーに関するルール整備が急務であり、
各国・地域において検討が進行

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ft.com/content/13a8bd1e-82be-11e9-9935-ad75bb96c849
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モビリ
ティ

国際 4-O2 G20は海洋

プラスチック
廃棄物に取
り組むことに
同意

6月16日 G20エネルギー・環境閣僚会合にて、地球規模での海洋プラスチック廃
棄物の問題に取り組むための行動に関する新しい実施枠組みを採択す
ることに合意（6月16日＠軽井沢）
 G20首脳会議（6月28～29日＠大阪予定）に先立ち東京の北西部の軽井沢で、

20の主要経済国の環境大臣とエネルギー大臣が週末に会合。海洋のプラスチッ
ク廃棄物が最大の焦点

 新枠組み目的
• 2017年にドイツでのG20ハンブルグサミットにて採択された「G20海
洋ごみに関する行動計画」を基に海洋廃棄物に対するさらなる具体
的な行動を促進

 新枠組み概要
• さまざまな措置と国際的な協力を通じ、海洋へのプラスチックごみの
排出を防止および削減するための包括的なライフサイクルアプロー
チを推進

• ベストプラクティスを共有し、イノベーションを促進し、科学的モニタリ
ングと分析方法論を強化

 今後の検討事項
• 電気自動車（EV）の燃費基準値を、電力発電効率にさかのぼって評
価する手法の検討

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-g20-

japan-

energy-

environme

nt/g20-

agrees-to-

tackle-

ocean-

plastic-

waste-

idUSKCN1

TH0B3
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(2/6)

G20エネルギー・環境閣僚会合にて、地球規模での海洋プラスチック廃棄物の問題に
取り組むための行動に関する新しい実施枠組みを採択

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.reuters.com/article/us-g20-japan-energy-environment/g20-agrees-to-tackle-ocean-plastic-waste-idUSKCN1TH0B3
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モビリ
ティ

国際 4-O3 日米欧、

水素・燃料
電池分野で
協力強化
技術協力や
標準化など
で連携

6月17日 経済産業省、欧州委員会エネルギー総局（ENER）、米国エネルギー省
（DOE）は、水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力を強化する
ことを確認し、共同宣言（Joint Statement）を発表（6月15日）
 経済産業省とENER、DOEは、エネルギー分野・経済・環境に大きな利益をもた
らす可能性を有する水素・燃料電池技術への強い関心を共有するとともに、水
素エネルギーを低廉で信頼できるエネルギーとするために、水素のコストを削減
する重要性を認識

 G20のエネルギー環境閣僚会合にて協議

 目的：
• 日米欧が協力関係を強化し、世界における水素利活用の拡大を図る
こと

 今後の予定：
• 3機関は第2回水素閣僚会議（9月25日予定）に向けた協力覚書
（MoC）の作成に向けた調整を図る予定

 想定されるMoC内容：
• 2018年10月23日の水素閣僚会議で発表された「東京宣言」に示され
ている以下の分野における協力を通して、具体的な取組の展開を促
進
a. 技術協力及び、規制、規格・基準のハーモナイゼーション、標準

化の促進
b. 水素の安全性及びサプライチェーンに関する情報共有・国際共

同研究開発推進
c. CO2及び他の排出物質を削減する水素の可能性調査・評価
d. コミュニケーション、教育及びアウトリーチ

環境ビジネス
オンライン

経済産業省

Maritime 

Executive

https://ww

w.kankyo-

business.j

p/news/02

2614 php

https://ww

w.meti.go j

p/press/20

19/06/201

90615001/

20190615

001.html

https://ww

w.maritime

-

executive.

com/article

/japan-e-u-

and-u-s-to-

cooperate-

on-

hydrogen-

and-fuel-

cells
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(3/6)

経済産業省、欧州委員会エネルギー総局（ENER）、米国エネルギー省（DOE）は、
水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力強化のための共同宣言を発表

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.kankyo-business.jp/news/022614.php
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html
https://www.maritime-executive.com/article/japan-e-u-and-u-s-to-cooperate-on-hydrogen-and-fuel-cells
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モビリ
ティ

国際 4-O4 IMOのMSC

は自律型船
とe-ナビ

ゲーション
規格を推進

6月20日 IMOのMaritime Safety Committee (MSC)にて、自動運航船試験のた
めの新暫定ガイドライン及びe-ナビゲーションシステムのユーザーイン
ターフェイスやデータ標準化に関するガイドラインを承認
（6月5日～11日）

 委員会での討議概要：
• 自動運航船（MASS）試験における安全性の確保の問題について、
技術試験中に適用される一連のガイドラインについて合意

• ナビゲーションタスクを監視、管理および実行するために船員が使用
するユーザーインターフェースおよび情報の標準化を推進

• e-ナビゲーションの観点から、船舶交通サービスや船舶から陸上へ
の報告等を含む、海事サービスの形式と構造の定義及び調和に関
する決議を採択

 今後の予定：
• 海上での自律システムの使用に向けた、IMOの規則や規制の適用
は継続検討とし、9月にWGを開催予定

Smart 

Maritime 

Network 

(SMN)

https://sma

rtmaritime

network.co

m/2019/06

/20/imos-

msc-

moves-

forwards-

on-

autonomo

us-ships-

and-e-

navigation-

standards/

4-O5 Global 

Electric 

Vehicle 

Outlook 

2019

6月20日 IEA、Clean Energy Ministerial、Electric Vehicles Initiative (EVI)は、
2019 edition of the Global EV Outlookを発行

 概要
• 電気自動車、充電インフラストラクチャ、所有コスト、エネルギー使用、
二酸化炭素排出量、及び電池材料の需要、等に関し、過去の分析と
2030年までの予測から洞察を提供

• 政策立案者や利害関係者が電気自動車採用のための政策の枠組
みや市場システムを検討するため、最先端の国の事例を取り入れた
政策提言を提供

• 2019年版では、温室効果ガス排出量に関し、電気自動車の性能と競
合するパワートレインの選択肢に関する分析を特集

Energy 

Management 

Working 

Group 

(EMWG)

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

global-

electric-

vehicle-

outlook-

2019
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(4/6)

IMOのMaritime Safety Committeeにて、自動運航船試験やe-ナビゲーション
システムのユーザーインターフェイス/データ標準化に関するガイドラインを承認

モビリティテーマ別情報詳細

https://smartmaritimenetwork.com/2019/06/20/imos-msc-moves-forwards-on-autonomous-ships-and-e-navigation-standards/
http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/global-electric-vehicle-outlook-2019
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モビリ
ティ

国際 4-O6 将来の顧客
体験を促進
するための
データ、デジ
タル変革：
IATA

6月25日 国際航空運送協会（IATA）は、航空関係者に対し、データとデジタル変革
を採用することで、安全性と効率性を高め、質の高い顧客体験を提供す
るよう呼びかけ

 Alexandre de Juniac （Director General and CEO, IATA）発言要旨：
• 「優れた顧客経験を提供するため、航空会社は最新のデータ標準と
技術を使用すべき」

• ID管理とバイオメトリック認識に基づく文書フリーの搭乗である「One 

IDイニシアチブ」を強調

Business 

Standard

https://ww

w.busines

s-

standard c

om/article/

news-

ani/data-

digital-

transforma

tion-to-

drive-

future-

customer-

experience

-iata-

11906250

0587 1.ht

ml
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(5/6)

国際航空運送協会（IATA）は、安全性及び効率性向上のため、航空関係者に対し、
データ整備及びデジタル変革の採用を呼びかけ

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.business-standard.com/article/news-ani/data-digital-transformation-to-drive-future-customer-experience-iata-119062500587_1.html
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モビリ
ティ

国際 4-O7 第3回AI for 

Good 

Global 

Summitが
「AIコモン
ズ」を創出

6月6日 第3回AI for Good Global Summitを開催（2019年5月28日～31日＠
ジュネーブ）
 サミットでは教育、医療、福祉、社会経済的平等、宇宙研究、スマートかつ安全
なモビリティなどの分野におけるAIプロジェクトに焦点を当て、国連の持続可能な
開発目標に向け進歩を加速させるためのAIの実用的な応用例プロジェクトを数
多く展示

 出席者は「AI for Good」プロジェクトの開発と適用の促進には、「AI Commons」
のように知識の共有、データ、リソース及び問題解決アプローチが提供される共
通インフラが必要であることに同意

 サミット目的
• AIのイノベーターと公共及び民間の意思決定者を結びつけ、「AI for 

Good」の効果を最大化するためのコラボレーションを構築
 AI for Goodシリーズ概要

• AIに関する包括的な対話のための主要な国連プラットフォーム
• 国際電気通信連合（ITU）、国連情報通信技術専門機関（ICT）が主
催し、XPRIZE財団、コンピュータ機械工業会（ACM）、および37の姉
妹国連機関が支援

 AI Commons概要
• ITUやXPRIZE財団、IEEE標準化協会等23団体が支援するイニシア
チブ

• コラボレーションのためのオープンフレームワーク、AIによる問題解
決を民主化するための分散システムを提供

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR10.aspx
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(6/6)

ITUでは、医療、福祉、社会経済的平等、宇宙研究、モビリティ等分野における
AIプロジェクトに焦点を当てたAI for Good Global Summitを開催

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR10.aspx
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参照#
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E1 EUは原材

料に対する
サステイナ
ブルラベル
を作成中

6月12日 EUの研究グループは、2021年の完成を目指し、金属類の原材料の認証
方法を策定中

 目的：
• ヨーロッパのクリーンエネルギー転換を見据えた、持続可能性な
金属採掘の促進

 プロジェクト概要：
• 金属採掘における探査から採掘、精製、製造まで全ての
サプライチェーンを調査

• フェアトレードラベル同様、最終製品へ記載するラベルを作成
• EUの研究機関である欧州イノベーション・技術機構（EIT）によって
立ち上げられたEIT Raw Materialsが資金を提供

• 鉱業コンサルティング大手DMTが共同で主導し、Volkswagen AGや
Fairphone等がアドバイスを提供

 進捗状況：
• 規格は4パートに分け完成する予定。1パート目は「パフォーマンス
標準」と呼ばれ、今年初めに立ち上げており、サプライチェーンの
採掘部分が対象

 今後の予定：
• ETIの資金提供が終了する2021年までに完遂予定

EURACTIV https://ww

w.euractiv.

com/sectio

n/batteries/

news/the-

eu-is-

creating-a-

sustainabil

ity-label-

for-raw-

materials/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(1/13)

EUの研究グループは、2021年を目途に金属類の原材料の認証方法を策定する
予定

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.euractiv.com/section/batteries/news/the-eu-is-creating-a-sustainability-label-for-raw-materials/
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資源
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欧州 5-E2 STAR4BBI

プロジェクト
はバイオ製
品の公正を
実現するた
め、必要な
手段を発見

6月12日 STAR4BBIプロジェクトは、バイオ産業にとってより良い政策と基準を
実現するための7つの提案を策定

 STAR4BBIプロジェクト概要：
• EUが3年間の資金提供
• 文献及びバリューチェーンより情報を収集、政策及び標準化の
ハードルを分析

 提案概要：
• プロジェクトの最終結果として、以下7つの提案をEU政策立案者に
対し提示予定

• EU再生可能材料指令の策定
• EUエコラベルおよびCEN基準に基づく、全製品の持続可能性
認証の策定

• EUレベルでの炭素税の実施
• EUレベルでの製品の設計及び、EUや自治体レベルでの推奨廃
棄ルートの規制策定

• EU廃棄物枠組指令の更新及び、Circular Economy Package

との整合
• 消費者を支援するための、堆肥可能プラスチック使用の義務化
• 新しい繁殖技術除外のための、遺伝子組み換え生物用語の
更新

British Plastics 

and Rubber

https://ww

w.britishpl

astics co u

k/News/pr

oject-finds-

necessary-

measures-

to-

achieve-a-

level-

playing-/

927

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(2/13)

STAR4BBIプロジェクトは、バイオ産業の政策と基準に関し、EU指令の策定・更新や
認証スキーム策定の必要性等、7つの提案を策定

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.britishplastics.co.uk/News/project-finds-necessary-measures-to-achieve-a-level-playing-/
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循環

欧州 5-E3 新しいレ
ポート：循環
経済におけ
るプラスチッ
クへのエコ
デザイン
適用

6月12日 ECOSは、循環経済実現に向けたプラスチックへのエコデザイン適用に
関するレポートを発表

 概要：
• ECOSは、エコデザインの原理をプラスチックに体系的に適用する方
法を分析するため、VITO/Ökopolにバックグラウンド調査を依頼

• 調査結果をもとに、環境に配慮したプラスチックの利用に向けて4つ
の政策を提言

• 長期間使用できるような製品設計
• リサイクルが容易な製品設計
• リサイクルが促進されるような標準の設計
• サステイナブルな原材料の使用

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/new-

report-

applying-

ecodesign-

principles-

to-plastics-

in-the-

circular-

economy/

欧州 5-E4 特集：EUは、
有害な持続
性物質に関
する世界基
準を下げて
るか？

6月11日 批評家は、欧州がリサイクル率向上と廃棄物削減を目指すあまり、
国際的な化学物質の管理意識を低下させていると指摘
 複数のNGOや途上国が、欧州が循環経済の実現を目指すあまり、有毒で持続
性の高い物質の取扱いに関する国際基準を引き下げていると抗議

 Jim Puckett氏（Executive director, the Basel Action Network (BAN)）
発言要旨：

• 「EUは循環経済によって、恐ろしい事態を引き起こしている」

Chemical 

Watch

https://che

micalwatc

h com/784

26/feature-

is-the-eu-

lowering-

global-

standards-

for-toxic-

and-

persistent-

substance

s
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(3/13)

ECOSは、循環経済実現に向けたプラスチックへのエコデザイン適用レポートを発表

資源循環テーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/new-report-applying-ecodesign-principles-to-plastics-in-the-circular-economy/
https://chemicalwatch.com/78426/feature-is-the-eu-lowering-global-standards-for-toxic-and-persistent-substances
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欧州 5-E5 Plastics 

Recyclers 

Europe は

プラスチック
の分別のた
めのガイダ
ンスを発表

6月11日 Plastics Recyclers Europe はプラスチック分別のためのガイダンスを
発表

 背景：
• 欧州では、プラスチック包装の42%のみリサイクルされているという
現状

• 高品質のリサイクル原料を確保のためには、汚染物質の除去、ポリ
マーの種類に応じた分別の他、必要に応じて、色と製品に応じた分別
が必要

 ガイダンス概要：
• 最良の分別方法の概要と、適切な分別方法に不可欠な基本構成を
提示

• 将来的な分別方法の標準化と整合化を提唱

EPPM https://ww

w.eppm.co

m/material

s/plastics-

recyclers-

europe-

releases-

plastic-

sorting-

guidance/

929

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(4/13)

Plastics Recyclers Europe はプラスチック分別のためのガイダンスを発表

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.eppm.com/materials/plastics-recyclers-europe-releases-plastic-sorting-guidance/
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欧州 5-E6 製鋼業界の
認証基準で
ある
Responsibl

eSteel™は、
年末までに
市場ローン
チを予定

6月24日 鉄鋼の認証に関するResponsibleSteel™ 第4版ドラフトを年末までに
市場ローンチすることを予定

 ResponsibleSteel™ 概要：
• オランダの鉄鋼会社ArcelorMittalを中心とし、2015年に創設した
鉄鋼業界初のマルチステークホルダー認証イニシアチブ

• 既にArcelorMittalは、自社の欧州、米国、ブラジル拠点で第3版に
基づく評価を準備

• 「鉱山から金属まで」鋼鉄のバリューチェーン全体に対して単一の
世界標準を設定することを目的

• 認証により、環境的および倫理的基準の即した調達、製造プロセスで
あることを証明し、またリスクを低減することが可能

 メンバー概要：
• 19の正会員及び18の準会員が所属

• 鉄鋼メーカー：Aperam, ArcelorMittal, BlueScope Steel, 

VAMA, voestalpine

• 金融機関：HSBC

• 自動車メーカーBMW, Daimler

• NGO：International Union for Conservation of Nature, Fauna 

and Flora International, CDP, 等
• 関連業界団体・IndustriALL, International Tin Association, 

International Zinc Association

GlobeNews

wire

https://ww

w.globene

wswire.co

m/news-

release/20

19/06/24/1

872795/0/

en/Inaugur

al-steel-

industry-

certificatio

n-

standard-

Responsib

leSteel-on-

track-for-

market-

launch-

before-

year-

end.html

930

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(5/13)

鉄鋼の認証に関するResponsibleSteel第4版ドラフトは、年末までに発表される予定

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/06/24/1872795/0/en/Inaugural-steel-industry-certification-standard-ResponsibleSteel-on-track-for-market-launch-before-year-end.html
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ドイツ 5-E7 バイオエコノ
ミーにおけ
るチャンスと
しての木材

6月26日 DIN Standards Committee for the Wood Industry and Furniture 

(NHM)は、バイオエコノミ―実現に向け、木材産業及び家具の標準化に
着手

 NHMによる標準化活動概要：
• 木材、家具、科学、行政、林業、試験機関、消費者保護、等の専門家
より構成

• 木材産業、家具産業および関連分野において、ドイツ国内、欧州、
及び国際レベルでの標準化作業を実施

• 天然木繊維を使用した新素材に関する規格 (DIN EN 15534)、
リサイクル資源のモデルとしての木材に関する規格 (DIN EN 

13986) 、木造建築における殺虫剤使用回避に関する規格 (DIN  

68800-2)を発行
• 創立70周年を迎え、より一層標準化活動を加速

 Dr. Andrea Fluthwedel （Managing Director, NHM）発言要旨：
• 「木材はバイオ経済の基盤となり、高品質で再利用可能な構造や
製品を生み出すことができる。さらに、標準化は必要不可欠である」

ドイツ規格協会
（DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/holz

-als-

chance-

fuer-die-

biooekono

mie-

334320

931

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(6/13)

DINは、バイオエコノミ―の実現に向け、木材産業及び家具の標準化に着手

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/holz-als-chance-fuer-die-biooekonomie-334320
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欧州 5-E8 農業灌漑の
ための水の
再利用：
委員会は
一般的な
アプローチ
に合意

6月26日 欧州連合理事会は、農業灌漑の都市下水利用促進に関する規則につい
て、大枠の方向性に合意

 背景：
• 欧州委員会は、循環型経済行動計画の実施の一環として水の
再利用の最小要件に関する規則の提案を採択（2018年5月28日）

• 欧州議会は、提案に対する立場を採択（2019年2月12日）
 規則概要：

• 水の利用可能性を改善し、効率的な利用を促進
• 特に、熱波や深刻な干ばつの際に、畑地の灌漑に十分な水を確保し、
作物不足や食料不足を予防することを規定

 今後の予定
• 三部議会（Trilogue negotiations）を実施予定

欧州連合
理事会

https://ww

w.consiliu

m.europa.

eu/en/pres

s/press-

releases/2

019/06/26/

water-

reuse-for-

agricultural

-irrigation-

council-

adopts-

general-

approach/

932

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(7/13)

欧州連合理事会は、農業灌漑の都市下水利用促進に関する規則について大枠の方
向性を合意

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/26/water-reuse-for-agricultural-irrigation-council-adopts-general-approach/
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欧州 5-E9 循環経済は
欧州の化学
業界の未来
の鍵

6月27日 欧州化学工業連盟（Cefic）は、欧州の循環経済に関する2050年ビジョン
を発表

 「Cefic’s eight-point vision for Europe by 2050」要旨：
• 不安定な地政学的環境により、多くの地域は経済的、政治的な統合
が進むと同時に細分化され、世界はより繁栄し、複雑化

• 欧州は世界経済の中で独自の異なる競争力のある地位を獲得
• 欧州は循環経済－あらゆる種類の分子を新しい原料へリサイクルし、
環境中のプラスチック廃棄物へ対応するなど取り組みを実施

• 気候変動は私たちの惑星を変え続けているが、欧州の全市民と地域
を巻き込みながら、温室効果ガス排出ゼロの達成に近づいている

• 欧州は人間の健康と環境の保護を妥協のない政治的課題の中心に
位置づけ

• 欧州の産業界は、EU全体にわたる電力、燃料、鉄鋼、化学品および
廃棄物リサイクル分野のネットワークにおいて、より統合され協力を
実施

• デジタル化は働き方、コミュニケーション、イノベーション、生産、消費
の仕方を完全に変え、バリューチェーンは透明化

• SDGs及び継続的な取り組みは、欧州のビジネスモデルの中核を成
しており、課題解決策に対し、ビジネスチャンスを開いている

Chemical 

Watch

https://che

micalwatc

h com/792

83/circular

-economy-

key-to-

future-of-

european-

chemical-

industry

933

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(8/13)

欧州化学工業連盟（Cefic）は、欧州の循環経済に関する2050年ビジョンを発表

資源循環テーマ別情報詳細

https://chemicalwatch.com/79283/circular-economy-key-to-future-of-european-chemical-industry
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英国 5-E10 BSIは中国
の標準化
管理局との
合意を拡大

6月14日 BSIは、ビジネスおよび産業のための自主基準の承認に関する中国の
SACとのMoUを更新
 BSIは15年以上にわたりSACと協力関係を継続しており、本MoUにて
その関係性を継続

 英国中国標準化協力委員会の第4回会合を実施（6月17日週＠マンチェスター）
 MoU目的：

• 両国間および世界中の貿易と投資を促進するために共通の規格を
使用するという英国と中国のコミットメントを強調

• 英国が輸出の多様化を推進する中で、輸出の成長のための市場
環境を確保

 会合内容
• スマートシティ、グラフェン、再製造に関する技術ワーキンググループ
における進捗が焦点

• Belt and Road Initiativeにおける規格の果たす役割、また英国がど
のように中国の新しいStandardization 2035戦略に協力可能かにつ
いて議論

＊グラフェン：原子の厚さのsp2結合炭素原子のシート状物質

英国規格協会
(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/june/b

si-extends-

agreement

-with-

standardiz

ation-

administrat

ion-of-

china/

934

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(9/13)

英国及び中国は英国中国標準化協力委員会を開催し、ビジネス及び産業の自主基
準の承認に関して両国間でMoUを更新

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/june/bsi-extends-agreement-with-standardization-administration-of-china/
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フィン
ランド

5-E11 循環経済の
ISO標準化
が始まった

6月17日 循環経済のための規格開発が開始され、ISO / TC 323 循環経済の委員
会の最初の会議を開催（2019年5月＠パリ）

 4つの分野において標準化プロジェクトの準備作業開始を決定
• １循環経済の原則、枠組みと用語、そして管理システムの標準
• ２セクター固有の適用に関する指示および実施
• ３循環経済の測定
• ４モデル例に基づく具体的な質問

 ISO / TC 323スコープ
• 持続可能な調達、エコデザイン、産業共生、経営経済、持続可能な
消費、製品の長寿命化、および材料または製品の廃止措置の
効率的な管理

 ISO / TC 323関与機関
• 55カ国の標準化機関（Pメンバー）
• 委員会設置の提案・幹事は仏AFNOR

SFS https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/kier

totalouden

iso-

standardis

ointi alkan

ut.5168.ne

ws
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(10/13)

SFSは、 ISO/TC323の初会議が開催され、循環経済のための規格開発が開始され
たことを紹介

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/kiertotalouden_iso-standardisointi_alkanut.5168.news
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(11/13)

CENとCENELECはCoolproductsキャンペーンとともに、イベント
「エコデザインとエネルギーラベル：消費者のための基準の設定」を開催

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E12 エコデザイ
ンとエネル
ギーラベリ
ング標準化
の中心にあ
る消費者：
CENと
CENELEC

がEUSEW 

2019中に
会議を主催

6月25日 CENとCENELECはCoolproductsキャンペーンとともに、イベント
「エコデザインとエネルギーラベル：消費者のための基準の設定」を開催
（6月20日＠ブリュッセル）
 欧州持続可能エネルギー週間（EUSEW）の期間内に、エコデザインおよびエネ
ルギーラベリング方針を支援するための欧州標準化の役割に特化した特別
イベントを開催

 エコデザインとエネルギーラベリング関して3つのパネルを実施
 パネルテーマ：

• １．消費者関連製品試験規格
• ２．エネルギー関連製品における物質効率の側面
• ３．将来のEU製品政策及びその影響と課題

 Coolproducts キャンペーン：
• EUの複数のNGOより構成される連合"Coolproducts EU"が実施し
ているキャンペーン。EU環境庁とECOSが主導し、エコデザインと
エネルギーラベルがEUの人々と環境に役立つことを確実にすること
を目的として活動を実施

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)Comité 

Européen de 

Normalisation 

Electrotechniq

ue 

(CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief ne

ws/Pages/

TN-2019-

042.aspx

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-042.aspx
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(12/13)

ECは、スマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに関するワークショップ
を開催予定

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E13 スマート

バイオエレ
クトロニクス
とウェアラブ
ルシステム
に関する
ワーク
ショップ

6月20日 欧州委員会はスマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに
関するワークショップを開催予定（10月22日～23日）
 ワークショップはバイオエレクトロニクス、バイオフォトニクス、フレキシブルウェア
ラブルエレクトロニクスに重点を置いた内容となる予定

 イベント目的：
• バイオエレクトロニクスおよびマイクロ - ナノ - バイオシステム、ならび
にフレキシブル/プリント/ウェアラブルエレクトロニクス分野の重要性
の周知

• 上記技術とAI、高性能コンピューティング、エッジコンピューティング、
IoT、ビッグデータ、サイバーセキュリティ等の技術や政策動向との
結びつきを解説

• 欧州の競争力と主要な社会的課題への取り組みを解説
 イベント内容：

• 1日目：成功例を複数列挙し、市場・業界・技術・生産の強みと可能性、
バリューチェーンとエコシステムについて基調講演とディスカッション
を実施

• 2日目：フレキシブルウェアラブルエレクトロニクスの明確な位置付け、
イノベーションと社会経済的影響に対する障壁を克服するための
推奨事項を説明

欧州委員会
(EC)

https://ec e

uropa eu/d

igital-

single-

market/en/

news/work

shop-

smart-

bioelectron

ic-and-

wearable-

systems

再掲

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-smart-bioelectronic-and-wearable-systems
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E14 ECOSカン

ファレンス：
循環経済の
中でのプラ
スチック：
再考、削減、
再設計！

6月6日 ECOS Conference Plastic in a Circular Economyへの登録を
呼びかけ（6月13日＠ブリュッセル予定）
 ECOSよりVITO/Ökopolに委託した研究結果に焦点を当て、プラスチックを利用
する各セクターが循環経済実現に向けた、プラスチック製品のエコデザインにつ
いて議論

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecod

esign-

plastic/

欧州 5-E15 Digital 4 

Circularity：
Orgalim＠
Digital 

Assembly 

2019

6月12日 Orgalimは、欧州委員会とルーマニア大統領が共催するDigital 

Assembly 2019に参加（6月12～14日＠ブカレスト）
 EU各地より集まったアクターが、持続可能性の分野を含むデジタル化によって
生み出される機会を議論

 Sigrid Linher, Director for Energy, Climate & Environment, Orgalimは、
「Digital 4 Planet」ワークショップでEUのテクノロジー産業について発表

 ワークショップ拝啓：
• Orgalimの最新のポジションペーパー「Digital 4 Circularity」では、
循環経済実現に向けた4つの政策を提言

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim )

https://ww

w.orgalim.

eu/insights

/digital-4-

circularity-

orgalim-

digital-

assembly-

2019
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(13/13)

Orgalimは、ECとルーマニア大統領が共催するDigital Assembly 2019に参加、
「Digital 4 Planet」ワークショップにて発表

資源循環テーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/ecodesign-plastic/
https://www.orgalim.eu/insights/digital-4-circularity-orgalim-digital-assembly-2019
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

米国 5-U1 6月5日世界
環境デー

6月3日 ISOプロジェクト委員会（PC）318は、ANSI等の提案を受け、コミュニティ
規模（1,000人～100,000人を対象）の衛生処理ユニットに関する自主的
な国際製品規格ISO/DIS 31800を開発中

 背景：
• ANSIは、ビル・メリンダゲイツ財団の援助を受け、Association 

Senegalaise de Normalisation（ASN）と共同で、コミュニティにおけ
る糞便汚泥処理システムに関する国際規格整備に向け、国際標準化
機構（ISO）へ提案を実施

 ISO/DIS 31800概要：
• プレハブ糞便汚泥処理装置の安全性、性能、および持続可能性を保
証するための要件と試験方法を規定

• 適切な排水処理システムや排水処理プラントも存在しない場所でも
安全に糞便汚泥を処理を行い、生活環境の改善、大気と水の汚染の
軽減、温室効果ガスと悪臭の排出の軽減を目指す

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

3440daaa-

0a8e-

4a3a-

b287-

45ba3a1d

6de1

米国 5-U2 新しい試験
方法は
不純物の
低減、プラ
スチックの
品質向上を
志向

6月19日 ASTMによる新試験方法（D8266）は、ポリカーボネートおよびエポキシ
樹脂に使用されている特定の化合物（ビスフェノールA）の不純物を分析、
プラスチックの品質向上に貢献

 Huang Yu氏（Sinopec Junior Engineer)発言要旨：
• 「当該試験方法は、仕様の設定や、製品が製造または使用される場
合の内部品質管理に最適であり、当該規格は、貿易摩擦の軽減にも
役立つ」

 今後の予定：
• 策定委員会であるD16（committee on aromatic, industrial, 

specialty, and related chemicals）は次回会議において規格の開発
に関する協議を予定（6月26日＠コロラド）

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/new-test-

method-

aims-

reduce-

impurities-

increase-

quality-

plastics
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(1/2)

ASTMの新試験方法（D8266）は、ポリカーボネートおよびエポキシ樹脂の
ビスフェノールAの不純物を分析することでプラスチックの品質向上への貢献に期待

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=3440daaa-0a8e-4a3a-b287-45ba3a1d6de1
https://www.astm.org/newsroom/new-test-method-aims-reduce-impurities-increase-quality-plastics
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

米国 5-U3 Googleの

循環型経済
計画はサプ
ライチェーン
から特定の
有害物質を
除去

6月24日 Googleは、今後4年以内に抗菌剤を排除し、安全な難燃剤・溶剤を使用
した家電製品プロセスの再構築を行う循環型経済戦略を発表

 概要：
• 「A Circular Google」は、会社の事業、製品、サプライチェーン全体に
おいて有限なリソースを最大限に再利用し、他市場でも同様の取り組
みが可能になることを志向

• 添付の報告書では、会社が安全な化学の革新と健康的な材料使用
を行うことで影響を及ぼす3項目を概説

• 高品質の化学物質有害性評価データへのアクセスの増加
• より安全な材料革新のための需要シグナルの創出
• リサイクル技術とインフラの革新の推進

 マイルストーン：
• 二次使用材料を優先し、受け入れるための契約を開発（～2020年）
• ポートフォリオ全体でより安全な難燃剤を使用（～2023年）
• ポートフォリオ全体で抗菌剤を排除（～2023年）

Chemical 

Watch

https://che

micalwatc

h com/790

84/google-

circular-

economy-

plan-will-

remove-

certain-

toxics-

from-

supply-

chain
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(2/2)

Googleは、今後4年以内に抗菌剤を排除し、安全な難燃剤・溶剤を使用した
家電製品プロセスの再構築を行う循環型経済戦略を発表

資源循環テーマ別情報詳細

https://chemicalwatch.com/79084/google-circular-economy-plan-will-remove-certain-toxics-from-supply-chain
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C1 「第13次5カ

年計画」主
要研究開発
プログラム
NQI特別プ
ロジェクト
「主要環境
保護施設の
高品質かつ
効率的な運
転を支援す
るための重
要技術基準
の研究と応
用」「重要な
環境保護機
器の評価と
システム廃
棄物処理の
効果に関す
る技術基準
の検討」を
開催

6月28日 「第13次5カ年計画」の主要研究開発プログラム「主要環境保護施設の高
品質かつ効率的な運営支援のための重要技術基準の研究と適用」、「第
二段階環境保護装置評価および高効率固形廃棄物処理・処分システム」
における 「施設の運用実績の評価に関する技術基準」の定例会議を
開催（6月18日＠北京）

 参加者：
• 環境科学研究所、中国環境科学アカデミー、南西交通大学、中国国
家標準化資源環境局および環境省の固形廃棄物・化学物質管理セ
ンターの研究者（計10人以上）

 討議内容：
• プロジェクトに関連する国内規格紹介や、技術・プロセス・設備・規格
に関する調査、研究の進捗、資金調達の実施および次のステップの
作業計画等に関する各担当の報告を受け、次フェーズの問題につい
て詳細な議論を実施

 関連規格動向：
• 固形廃棄物の処理・処分技術、高性能機器評価、システム設備稼働
評価に関する10の共通基準は基本的に完成しており、基準のドラフト
および推奨プロジェクト提案も完成

• 本年4月に国家規格評価センターに提出され、プロジェクトのレビュー
待ちの状況

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201906/t

20190628

43634.ht

ml
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(1/4)

「第13次5カ年計画」の主要研究開発プログラム「主要環境保護施設の高品質かつ
効率的な運営支援のための重要技術基準の研究と適用」の定例会議を開催

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201906/t20190628_43634.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(2/4)

CNISの国立標準化協会が、第25回アフリカ地域標準化機構（ARSO）会議に参加

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C2 中国標準化
研究院が
第25回アフ

リカ地域標
準化機構
（ARSO）

会議参加の
ために職員
を派遣

6月26日 第25回アフリカ地域標準化機構（ARSO）会議に中国標準化研究院
（CNIS）の国立標準化協会が参加（6月19日～21日＠ナイロビ）

 テーマ：
• 自由貿易地域における質の高いインフラの役割

 参加者：
• ISO、IEC、ITU、CEN、CENELECおよびその他の国際的・地域的
組織を含むARSOの加盟37カ国の加盟国の代表、および英国、
フランス、スウェーデン、米国、韓国その他の国からのオブザーバー
（計77名）

 内容：
• セッション1： 規制の枠組みと政策-アフリカ自由貿易地域（AfCFTA）
における貿易の技術的障害（TBT）と衛生植物検疫措置（SPS）

• セッション2 ：アフリカの自動車産業 - アフリカは産業推進のために
規格と規制の枠組みを使用可能か

• セッション3 ：エジプト内貿易 - 規格と適合性評価の調整
• セッション4：市場アクセス－持続可能性基準とエコラベルの役割の
経験共有

中国標準化
研究院（CNIS）

http://www.

cnis.ac.cn/

bydt/zhxw/

201906/t2

0190626

43637.htm

l

再掲

http://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201906/t20190626_43637.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(3/4)

CATARCのASRI（自動車標準研究所）がメタノールを燃料とする自動車規格に関する
WGを主催

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C3 メタノール

燃料自動車
規格に関す
るワーキン
ググループ
が規格に

係るシンポ
ジウムを
杭州にて
開催

6月17日 CATARCのASRI（自動車標準研究所）がメタノールを燃料とする自動車
規格に関するワーキンググループを主催（4月10日＠杭州）

 会議の目的：
• 自動車分野に係る技術ルートや規格のパラメータなどの側面に
ついて十分に検討し議論

 会議内容：
• メタノール燃料車に関する一連の規格と、作業部会によって研究中
の規格プログラム「産業用省エネルギーとグリーン標準化に関する
特別プログラム」について紹介

• メタノール燃料車規格のプログラム承認およびフォローアップ計画に
ついて報告

• 3つの関連規格「不規則な汚染物質の制限と測定方法」、「メタノール
関連成分の特別な要件」、及び「特別なラベルの配置」の草案に
ついて議論し、合意

 規格策定背景：
• 8省庁が「特定地域へのメタノール燃料自動車の適用に関する
ガイダンス」を発行（3月19日）

• ガイダンスにて、標準プログラムの実施は重要な要素であると強調

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

91.html

再掲

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1391.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(4/4)

CNISが、中国材料リサイクル協会主催の第11回中国リサイクルオイル産業会議にて
講演

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C4 安徽省安慶
市で第11回
中国再生可
能石油産業
会議が開催

6月26日 中国標準化研究院（CNIS）が、中国材料リサイクル協会主催第11回
中国リサイクルオイル産業会議で講演（6月16日＠安慶）

 実施内容：
• 中国リサイクル協会リサイクルオイル専門委員会が策定した「リサイ
クル潤滑油ベースオイル」に関する現状、特性、有効性および問題に
ついて議論

• CNISの副研究員であるZhang Yijiaが「中国の団体標準の発展」に
ついて講演

 参加者：
• 中国電子情報産業開発研究所、生態環境部固形廃棄物・化学物質
管理技術センター、中国標準化研究院、欧州精製産業協会、および
関連する生産会社や研究機関の専門家・代表者（計約200名）

中国標準化
研究院
（CNIS）*1

http://www.

cnis.ac.cn/

bydt/kydt/2

01906/t20

190626 4

3632 html

*1 注：7月1日取得時リンクを記載

http://www.cnis.ac.cn/bydt/kydt/201906/t20190626_43632.html
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資源
循環

インド
ネシア

5-A1 インドネシア
は古紙輸入
の制限を緩
和するため
にISRI

スペックを
使用

6月17日 インドネシア政府は古紙の輸入に際し、スクラップリサイクル産業協会
（ISRI）の仕様を使用することを計画

 背景：
• インドネシア政府は、違法な古紙の輸出入を取り締まるため新たな
輸入規制を提示（5月）

• 0.5％の汚染限度と100％の出荷前検査などを含むものであったもの
の定義にあいまいさが残り、不明確さが浸透

 目的：
• 古紙リサイクル産業協会（ISRI）の規格を適用することで、古紙の
取引に関するより明確な指針・基準を提供し、古紙リサイクル業者に
利益をもたらす

Recycling 

Product News 

Recycling 

Today

https://ww

w.recyclin

gproductn

ews com/a

rticle/3118

2/indonesi

a-to-use-

isri-specs-

to-ease-

restrictions

-on-

recovered-

paper-

imports

https://ww

w.recyclin

gtoday.co

m/article/in

donesia-

use-isri-

specificati

ons-

recovered-

paper-

imports-

regulation/

タイ/

ASEAN

5-A2 大量プラご
みが圧倒
バンコク回
収作業停滞
減量化
ASEANでも
協議

6月22日 ASEAN（東南アジア諸国連合）は首脳会議で、海洋に流出するプラごみ
の対策指針「バンコク宣言」などを採択（6月22日＠タイ バンコク）
 東南アジアでプラスチックごみやそれに伴う海洋汚染の問題が深刻化しており、
当宣言は、意識の向上や技術移転などの重要性を指摘。ASEANが一体と
なって海洋ごみの削減など対策に取り組む決意を提示

 同時に採択した「行動枠組み」では、教育や民間との協議など、四つの重点項目
を提示

 （参考）3月の特別閣僚会合では、「域内に高水準で存在する海洋プラス
チックごみに大きな懸念がある」という内容の共同声明をすでに発表して
おり、首脳会議では、各国の法規制の強化、研究開発の推進、民間企業
の関与促進などを宣言に盛り込むかどうかを重点的に議論

毎日新聞

日経新聞

https://mai

nichi jp/arti

cles/20190

622/k00/0

0m/030/18

6000c

https://r.nik

kei.com/art

icle/DGKK

ZO463524

40Q9A620

C1FF1000

?type=my#

IAAUAgAA

MA
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(1/3)

インドネシア政府は古紙輸入に際し、ISRI規格を適用することを計画。またASEAN

首脳会議では海洋廃プラに関する対策指針「バンコク宣言」を採択

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.recyclingproductnews.com/article/31182/indonesia-to-use-isri-specs-to-ease-restrictions-on-recovered-paper-imports
https://www.recyclingtoday.com/article/indonesia-use-isri-specifications-recovered-paper-imports-regulation/
https://mainichi.jp/articles/20190622/k00/00m/030/186000c
https://r.nikkei.com/article/DGKKZO46352440Q9A620C1FF1000?type=my#IAAUAgAAMA
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マレー
シア/

ASEAN

5-A3 EUと
ASEAN、
ASEAN

地域におけ
るプラスチッ
クの循環型
経済へのコ
ミットメント

6月12日 循環経済に関する2日間のEU-ASEAN地域ワークショップが開催され、
循環型経済の推進に向けたEUとASEANの協力の重要性を強調
（2019年6月11日-12日@マレーシア クアラルンプール）
 当ワークショップは、マレーシアへの欧州委員会DG環境循環経済ミッションと
連続して開催

 EUは、最近採用された欧州プラスチック戦略において、廃棄物管理と循環型経
済に関する長年の経験を生かし、他の地域がプラスチックの循環型経済への移
行を支援することを約束しており、ASEANとEU双方は当分野の問題に取り組み、
協力することを合意

 討議・検討事項：
• EUとASEANの事務局は、ASEAN加盟国におけるプラスチックの循
環経済の状態に関する地域格差分析を開始

• プラスチック汚染に関する地域循環経済ガイドラインの開発を促進す
ることの重要性、それに続くプラスチック、再生プラスチック、およびプ
ラスチック製の製品に関する技術基準の開発への支援を確認

• プラスチック、プラスチック廃棄物およびその使用の促進、プラスチッ
ク廃棄物の規制に関するEUの方針および法律についても提示

• （参考）当ワークショップは、優先政策分野におけるEUとASEAN間の
対話を促進する開発協力プログラム「Enhanced Regional EU-

ASEAN Dialogue Instrument (E-READI)」により支援

Association of 

Southeast 

Asian Nations 

(ASEAN)

Thailand 

Business 

News

https://ase

an.org/eu-

asean-

committed-

towards-

circular-

economy-

plastics-

asean-

region/

https://ww

w.thailand-

business-

news.com/

asean/733

52-asean-

and-eu-

commit-

towards-a-

circular-

economy-

for-

plastics.ht

ml

946

【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(2/3)

循環経済に関する2日間のEU-ASEAN地域ワークショップが開催され、循環型経済の
推進に向けたEU-ASEAN間協力の重要性を強調

資源循環テーマ別情報詳細

https://asean.org/eu-asean-committed-towards-circular-economy-plastics-asean-region/
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ベト
ナム

5-A4 中古機械
輸入業者
向けに作成
されたより
柔軟な
メカニズム

6月18日 中古機械、設備及び技術ラインの輸入に関する首相決定18号
（Decision 18）が承認（2019年4月）され、2015年に科学技術省
（MOST）により発行された2015年通達23号（Circular 23）に代わるもの
であることを紹介
 当決定は、時代遅れの機器がベトナムに輸入されるのを防止し技術移転・革新
を促進、また環境保護を確保しながら経済成長を促進するための、より柔軟で
透明なメカニズムを図る

 決定18号においては中古の機械設備の輸入基準を2つのグループ（使用済み
機械設備用、技術ライン用）に分類

 使用済みの機械設備輸入の際の提出書類
• （i）関税法に規定された書類一式
• （ii）企業の印鑑が貼付された企業登録証明書のコピー
• （iii）機械または装置がG7又は韓国で製造されている場合、機械また
は装置の製造年及びその機械または装置に適用される規格が規定
の基準を満たすことを証明する文書

• （iv）機械又は設備がG7国又は韓国で製造されているが製造業者の
認証が得られない、又はそれ以外の国で製造された場合、指定され
た評価機関によって発行された査定証明書

 使用済みの技術ラインを輸入の際の提出書類
• （i）企業の印鑑が貼付された企業登録証明書のコピー
• （ii）指定された評価機関によって発行された評価証明書

Vietnam Law 

and Legal 

Forum 

Magazine

http://vietn

amlawmag

azine.vn/m

ore-

flexible-

mechanis

m-created-

for-

second-

hand-

machinery

-importers-

16737.htm

l

タイ 5-A5 SGS TH 

CSR DAY 

2019

6月24日 SGS（Thailand）とThe Royal Thai Marine Corpsが共同でCSRイベ
ント「SGS共同サンゴの植栽、魚の放流、ゴミの収集、環境保全」を開催
 チョンブリ県のTeay Ngam Beachで開催され、250名を超える経営陣と従業員
チームのメンバーが、タイの海洋生態系の回復に向け共同作業を実施

SGS Thailand https://ww

w.sgs.co.t

h/en/news/

2019/06/s

gs-th-csr-

day-2019
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(3/3)

ベトナムで、中古機械、設備及び技術ラインの輸入に関する首相決定18号が承認され、
2つの輸入基準を規定

資源循環テーマ別情報詳細

http://vietnamlawmagazine.vn/more-flexible-mechanism-created-for-second-hand-machinery-importers-16737.html
https://www.sgs.co.th/en/news/2019/06/sgs-th-csr-day-2019
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国際 5-O1 G20は海洋

プラスチック
廃棄物に取
り組むことに
同意

6月16日 G20エネルギー・環境閣僚会合にて、地球規模での海洋プラスチック廃
棄物の問題に取り組むための行動に関する新しい実施枠組みを採択す
ることに合意（6月16日＠軽井沢）
 G20首脳会議（6月28～29日＠大阪予定）に先立ち東京の北西部の軽井沢で、

20の主要経済国の環境大臣とエネルギー大臣が週末に会合。海洋のプラスチッ
ク廃棄物が最大の焦点

 新枠組み目的
• 2017年にドイツでのG20ハンブルグサミットにて採択された「G20海
洋ごみに関する行動計画」を基に海洋廃棄物に対するさらなる具体
的な行動を促進

 新枠組み概要
• さまざまな措置と国際的な協力を通じ、海洋へのプラスチックごみの
排出を防止および削減するための包括的なライフサイクルアプロー
チを推進

• ベストプラクティスを共有し、イノベーションを促進し、科学的モニタリ
ングと分析方法論を強化

 今後の検討事項
• 電気自動車（EV）の燃費基準値を、電力発電効率にさかのぼって評
価する手法の検討

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-g20-

japan-

energy-

environme

nt/g20-

agrees-to-

tackle-

ocean-

plastic-

waste-

idUSKCN1

TH0B3

948

【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向(1/3)

G20エネルギー・環境閣僚会合にて、地球規模での海洋プラスチック廃棄物の問題に
取り組むための行動に関する新しい実施枠組みを採択

テーマ別情報詳細 資源循環

再掲

https://www.reuters.com/article/us-g20-japan-energy-environment/g20-agrees-to-tackle-ocean-plastic-waste-idUSKCN1TH0B3
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国際 5-O2 ビューロー
ベリタスは、
Circular+を

するための
新しいアプ
ローチ、

企業の持続
可能性

6月17日 Bureau Veritasは、企業が循環型ビジネスモデルに移行するための包
括的な一連のフレームワークであり持続可能性への新たなアプローチで
あるCircular +を発表
 Circular +サービスは、世界中の組織に持続可能性に係るプロセスを段階的に
再考するための実用的なフレームワークを提供

 エネルギー、木材、金属、鉱物などの天然資源の利用を最適化し、より循環的な
ビジネスモデルとするため、生産や消費の各段階で廃棄物を生み出す既存のビ
ジネスモデルを再考することを企業に要求し、製品とプロセスの設計に際し新し
いスキルを要求する内容

Bureau 

Veritas

https://gro

up.bureau

veritas.co

m/newsroo

m/bureau-

veritas-

launches-

circular-

new-

approach-

corporate-

sustainabil

ity

5-O3 循環経済の
点を繋ぐ：
新しいISO

技術委員会
を形成

6月19日 新技術委員会 ISO / TC 323「Circular Economy」が発足
 背景：

• AFNOR（Association française de normalization）が循環経済に関する
セミナーを開催、循環経済への移行の必要性を確認

• フランスで循環経済の要件とガイドラインを定めた、XP X30-901, 

Circular economy – Circular economy project management system –

規格が発行（2018年）
• 規格に対する肯定的な意見が集まり、ISO / TC 323の発足を提案

 委員会概要：
• 65か国以上の専門家で構成され拡大中
• 公共調達、生産と流通、製品寿命、社会の行動変容及び評価、循環型
フットプリントインデックス等、循環経済のあらゆる分野を網羅

• 国際的に合意された循環経済の原則、専門用語及び枠組みの作成、管
理システム標準の開発、循環性の測定及び評価方法や代替的なビジネス
モデルの策定を実施

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref240

2 html

949

【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向(2/3)

ISOは、新技術委員会 ISO / TC 323「Circular Economy」が発足し、65か国以上の
専門家が循環経済の原則や枠組みについて検討していることを紹介

テーマ別情報詳細 資源循環

https://group.bureauveritas.com/newsroom/bureau-veritas-launches-circular-new-approach-corporate-sustainability
https://www.iso.org/news/ref2402.html
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国際 5-O4 日本とインド
ネシア、
海洋プラス
チックごみ
問題で協力、
共同声明

6月27日 日本とインドネシアはインドネシアで深刻化する海洋プラスチックごみ問
題について、海へのプラごみの流出状況調査等削減に向けた協力体制
構築について合意し、共同宣言を締結（6月27日＠大阪）

 共同宣言概要（抜粋）：
• 2019年度内にインドネシア沖の一部海域でプラごみ量などのモニタリ
ングを実施予定

• 人材育成のため今夏にインドネシアの研究者らを日本に招聘、プラご
みの回収や分析方法の研修を実施

 将来的な日本政府の目標：
• インドネシアに海洋プラごみに関する技術支援を実施し、ASEAN全体
で基礎データを共有

• モニタリング手法について、国際標準化を提案

毎日新聞 https://mai

nichi jp/arti

cles/20190

627/k00/0

0m/040/23

7000c

5-O5 自由貿易
原則明記…

海洋プラ
ごみ「50年
ゼロ」

6月29日 主要20か国・地域（G20）首脳会議は「G20大阪首脳宣言」を採択し閉幕
（6月29日＠大阪）
 「G20大阪首脳宣言」は、2050年までにプラスチックごみによる新たな海洋汚染
をゼロにする削減目標を包含

 背景：
• 6月中旬に開催されたG20エネルギー・環境相会合では、各国が自主
的に削減に取り組み報告し合い、国際枠組みの新設に合意。
しかし具体的数値目標はなく、実効性担保が喫緊の課題

 プラスチックごみ削減目標概要：
• 名称：「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
• 日本政府は2025年までに世界で１万人の人材を育成予定。廃棄物
リサイクル技術の輸出等の支援計画も発表

読売新聞

日経新聞

https://ww

w.yomiuri.

co jp/politi

cs/201906

29-

OYT1T502

27/

https://r.nik

kei.com/art

icle/DGXM

ZO467569

40Z20C19

A6MM000

0?unlock=

1&s=1
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【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向(3/3)

G20首脳会議において「G20大阪首脳宣言」が採択された他、日尼間で海洋プラスチック
ごみ問題について協力体制構築の合意がされる等、廃プラ削減の取り組みが進展

テーマ別情報詳細 資源循環

https://mainichi.jp/articles/20190627/k00/00m/040/237000c
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190629-OYT1T50227/
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO46756940Z20C19A6MM0000?unlock=1&s=1
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テーマ別情報一覧

6月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 共通
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フラ
ンス

6-E1 フランスは
新法律で
2050年の

カーボン
ニュートラル
目標を設定

6月28日 フランスは、温室効果ガスの排出を削減し、2050年のカーボンニュートラ
ルを目指す法律を制定（6月27日）

 法律概要：
• 2030年までに化石燃料の消費を40％削減
• 低炭素エネルギーと再生可能水素の開発を加速
• 国内約720万件の断熱が不十分な住宅に対し、2028年までに改装
工事を実施するインセンティブを付与することで、温室効果ガス排出
量及びエネルギー消費量を削減

• （参考）住宅部門はフランスのエネルギー消費量の約45％、
炭素排出量の25％に相当

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-france-

energy/fra

nce-sets-

2050-

carbon-

neutral-

target-

with-new-

law-

idUSKCN1

TS30B

欧州 6-E2 エコデザイ
ンとエネル
ギーラベリ
ング標準化
の中心にあ
る消費者：
CENと
CENELEC

がEUSEW 

2019中に
会議を主催

6月25日 CENとCENELECはCoolproductsキャンペーンとともに、イベント
「エコデザインとエネルギーラベル：消費者のための基準の設定」を開催
（6月20日＠ブリュッセル）
 欧州持続可能エネルギー週間（EUSEW）の期間内に、エコデザインおよびエネ
ルギーラベリング方針を支援するための欧州標準化の役割に特化した特別
イベントを開催

 エコデザインとエネルギーラベリング関して3つのパネルを実施
 パネルテーマ：

• １．消費者関連製品試験規格
• ２．エネルギー関連製品における物質効率の側面
• ３．将来のEU製品政策及びその影響と課題

 Coolproducts キャンペーン：
• EUの複数のNGOより構成される連合"Coolproducts EU"が実施し
ているキャンペーン。EU環境庁とECOSが主導し、エコデザインと
エネルギーラベルがEUの人々と環境に役立つことを確実にすること
を目的として活動を実施

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)/ 

Comité 

Européen de 

Normalisation 

Electrotechniq

ue 

(CENELEC)

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/brief ne

ws/Pages/

TN-2019-

042.aspx
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/3)

フランスは、温室効果ガス削減に関し、2050年にカーボンニュートラルを目指す法律
を制定

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.reuters.com/article/us-france-energy/france-sets-2050-carbon-neutral-target-with-new-law-idUSKCN1TS30B
https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-042.aspx
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欧州 6-E3 スマートバ
イオエレクト
ロニクスと
ウェアラブ
ルシステム
に関する
ワークショッ
プ

6月20日 欧州委員会はスマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムに
関するワークショップを開催予定（10月22日～23日）
 ワークショップはバイオエレクトロニクス、バイオフォトニクス、フレキシブルウェア
ラブルエレクトロニクスに重点を置いた内容となる予定

 イベント目的：
• バイオエレクトロニクスおよびマイクロ - ナノ - バイオシステム、ならび
にフレキシブル/プリント/ウェアラブルエレクトロニクス分野の重要性
の周知

• 上記技術とAI、高性能コンピューティング、エッジコンピューティング、
IoT、ビッグデータ、サイバーセキュリティ等の技術や政策動向との
結びつきを解説

• 欧州の競争力と主要な社会的課題への取り組みを解説
 イベント内容：

• 1日目：成功例を複数列挙し、市場・業界・技術・生産の強みと可能性、
バリューチェーンとエコシステムについて基調講演とディスカッション
を実施

• 2日目：フレキシブルウェアラブルエレクトロニクスの明確な位置付け、
イノベーションと社会経済的影響に対する障壁を克服するための
推奨事項を説明

欧州委員会
(EC)

https://ec e

uropa eu/d

igital-

single-

market/en/

news/work

shop-

smart-

bioelectron

ic-and-

wearable-

systems
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/3)

ECは、スマートバイオエレクトロニクスとウェアラブルシステムのワークショップを開催
予定

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-smart-bioelectronic-and-wearable-systems
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/3)

英国は、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする法律を可決

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国
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英国 6-E4 英国がネッ
トゼロエミッ
ション法を
可決する
最初の主要
経済国に

6月27日 英国は2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロとする法律を可決
（6月27日）

 概要：
• 2050年までに排出量を実質ゼロにすると同時に、クリーン成長を産
業戦略の中核に置いた経済成長を志向

• 植林や炭素回収・貯留等の技術利用等、同量の温室効果ガスを相殺
するためのスキームによって、実質ゼロを目指す

 今後の予定：
• Green GB Weekにて、各セクターのリーダーが目標達成について協
議予定（11月4日）

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/uk-

becomes-

first-major-

economy-

to-pass-

net-zero-

emissions-

law

再掲

https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
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米国 6-U1 災害ゾーン
ソーラーパ
ネルの免除
は住宅
所有者を傷
つける

6月4日 来年1月に発効となるカリフォルニア州議会法案 AB178（Dahle、議会
地区1）では、災害で破壊された家屋について、法案で定められている
ソーラーパネルの設置、再建築の対象外とすることを規定

 背景：
• カリフォルニア州では、2020年1月1日より、全ての新築住宅に
太陽光パネルの設置を義務付ける法案を施行予定

 問題点：
• 住宅所有者のエネルギーコスト上昇、レジリエンスの低下

NRDC https://ww

w.nrdc org/

experts/pie

rre-

delforge/di

saster-

zones-

solar-

panel-

exemption

-would-

hurt-

homeowne

rs

米国 6-U2 太陽電池モ
ジュールに
関する新し
い世界規模
の持続可能
性基準

6月4日 Dustin Mulvaney氏（Associate professor at the Department of 

Environmental Studies, San José State University）は、4月に書籍
“more sustainable and just solar industry for the future.”を出版
 新しい世界規模の持続可能性モジュール標準の作成必要性に言及し、現在

ANSIやAMSTを含め、規格の策定を行っていることを示唆

PV magazine https://ww

w.pv-

magazine.

com/2019/

06/04/new

-global-

sustainabil

ity-

standard-

for-solar-

modules-

in-the-

works/

米国 6-U3 アメリカ石油
協会による
新たなANSI

規格は職場
に影響を与
える

6月6日 アメリカ石油協会（API）は、API ANSI RP-755規格の一部として、夜間
照明に関する新しいガイドラインを発表
 職場の健康、安全、およびパフォーマンス向上のため、概日リズムの混乱を
最小限に抑制

 背景：
• 世界保健機関（WHO）、アメリカ医師会（AMA）、US National 

Institute of Health’s National Toxicology Program から夜間照明に
よる糖尿病、肥満、睡眠障害、気分障害等の病気のリスクに関して
指摘あり

NB Herald https://ww

w.nbherar

d com/pr/n

ew-

american-

petroleum-

institute-

ansi-

standard-

has-

implication

s-on-

workplace/

237796
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/9)

カリフォルニア州議会法案 AB178は、災害破壊家屋について、法案で定めるソー
ラーパネルの設置、再建築の対象外とすることを規定

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.nrdc.org/experts/pierre-delforge/disaster-zones-solar-panel-exemption-would-hurt-homeowners
https://www.pv-magazine.com/2019/06/04/new-global-sustainability-standard-for-solar-modules-in-the-works/
https://www.nbherard.com/pr/new-american-petroleum-institute-ansi-standard-has-implications-on-workplace/237796
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米国 6-U4 AMCAは
ANSI/AMC

A規格205

の改訂に
ついて宣言

6月3日 航空管制協会は、ファンのエネルギー効率分類に関するANSI/AMCA

規格205を改訂
 改訂内容：

• 定義、表現等の文言における変更
• 参考文献の更新
• ファンの例の追加
• 第7条の内容の変更
• ファン選択におけるプレッシャーの重要性の認識

THOMAS https://new

s.thomasn

et.com/co

mpanystor

y/amca-

announces

-the-

revision-

of-ansi-

amca-

standard-

205-

40025644
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/9)

航空管制協会は、ファンのエネルギー効率分類に関するANSI/AMCA規格205を
改訂

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://news.thomasnet.com/companystory/amca-announces-the-revision-of-ansi-amca-standard-205-40025644
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米国 6-U5 ASMEの
5つの戦略
技術：

クリーンエネ
ルギー

6月14日 ASMEは新規カンファレンスプログラム（Offshore Wind Summit、
International Offshore Wind Technical Conference、Advanced 

Clean Energy Summit）設立等、クリーンエネルギー分野における
取り組みを強化

 Offshore Wind Summit program概要：
• 洋上風力に関するB2Bフォーラムの開催と共に、Houstonで発足
（2018年5月）

• 米国で注目を集めている洋上風力の現在の状況と今後の展望につ
いて議論

• 第2弾のイベントとして、Offshore Wind Summitを開催（2019年6月
12日＠ボストン、アメリカ）

 International Offshore Wind Technical Conference (IOWTC) program

概要：
• サンフランシスコで発足（2018年）
• 第2弾のイベントとして、IOWTC2019を開催予定（11月3～6日＠セ
ントジュリアン、マルタ）

 Advanced Clean Energy Summit (ACES) program概要：
• 今年9月に発足予定
• 第1弾イベントを開催予定（9月16～17日＠デンバー、アメリカ）

 その他取組み：
• 2019 Power-Gen Conferenceでのスマートエネルギーパビリオンを
創設予定（11月＠ニューオーリンズ、アメリカ）

• 核融合エネルギー関連規格FE.1-2018: Rules for Construction of 

Fusion Energy Devicesの試験用ドラフトを発表
• Congressional briefingを開催
• 洋上風力Webinerを配信
• ASME Journal of Engineering for Sustainable Buildings and 

Citiesを発行予定（2020年）

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https://www

asme.org/t

opics-

resources/s

ociety-

news/asme-

news/asme

s-five-

strategic-

technologie

s-clean-

energy
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/9)

ASMEは、新カンファレンス設立等、クリーンエネルギー分野における取り組みを強化

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.asme.org/topics-resources/society-news/asme-news/asmes-five-strategic-technologies-clean-energy
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米国 6-U6 Green 

Building 

Initiative は、

改訂された
アメリカ規格
としてGreen 

Globes 

2019の
リリースを
発表

6月14日 ANSI（米国規格協会）は、グリーンビルディングに関するANSI-GBI 

01-2019: Green Globes Assessment Protocol for Commercial 

Buildingsを米国国家規格として承認（6月11日）
 ANSI-GBI 01-2019概要：

• 2010年に発行された当初ANSI-GBI 01-2010 規格より、定期的に改
訂されている内容

• 回復力、ライフサイクルコスト分析、水分管理分析、健康と有効性、高
効率の配管設備仕様、照明と音響の快適性等の内容を改訂

 Green Building Initiative（GBI）概要：
• 2004年に、グリーンビルのベストプラクティスの採用の促進を目的に
設立されたANSI Standards Developer

• GreenGlobes®および連邦政府の指導原則遵守に関する認証
および評価プログラムの世界的プロバイダー

• ANSI監査による合意プロセスを通じて格付けシステムを提供する
唯一のグリーンビルディング組織

Yahoo! 

Finance

https://fina

nce.yahoo.

com/news/

green-

building-

initiative-

announces

-release-

21581822

8 html

米国 6-U7 トランプ政権
は石炭への
後押しでオ
バマ時代の
発電所規則
を取り替え

6月19日 米環境保護局（EPA）はオバマ前大統領が調印したClean Power Plan 

（CPP）を覆し、新たにAffordable Clean Energy rule（ACE)を発行
（6月19日）
 CPPでは、天然ガス、太陽光、風力などのクリーンな燃料の使用を促進し、2030

年までに発電所の炭素排出量を2005年のレベルから3分の1以上の削減を志向
 ACEはあくまでもガイドラインであり、州毎に3年間で主に石炭火力発電所の
効率改善を奨励することによって排出量を削減する計画の立案を推奨

 ACEへの反応：
• 環境NGO等をはじめ、各方面で強い反発あり
• Carter Roberts （President & CEO, WWF）：「新しいルールは、エネ
ルギー施設による環境汚染を許し、過去のエネルギー政策を葬り、
次世代に対し、気候変動の大きな犠牲を背負わせることになる」

Reuter https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-usa-

epa-

climate/tru

mp-

administrat

ion-

replaces-

obama-

era-power-

plant-rule-

in-boost-

to-coal-

idUSKCN1

TK12V
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/9)

ANSIは、グリーンビルディングに関するANSI-GBI 01-2019を米国家規格として承認

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://finance.yahoo.com/news/green-building-initiative-announces-release-215818228.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-epa-climate/trump-administration-replaces-obama-era-power-plant-rule-in-boost-to-coal-idUSKCN1TK12V
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米国 6-U8 ULは、製造

とサプライ
チェーンの
安全性を加
速するため、
拡大した
Hazardous 

Locations

ラボを正式
に開設

6月11日 ULは、拡張したHazardous Locations（HazLoc）の試験及び認証ラボ
を正式にオープン（6月11日＠UL本社、イリノイ州ノースブルック）

 HazLocラボ概要：
• 石油、ガス、石油化学、製薬、食品、鉱業、エネルギー、運輸等、の
爆発環境で機器の仕様が想定される製造メーカーに対し、最適な
機器テスト及び認証プロセスを提供

 その他：
• ULは、50以上のhazardous locations技術委員会に参加、国際規格
の作成プロセスにも積極的に関与

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

officially-

opens-

expanded-

hazardous

-locations-

lab-

accelerate

-

manufactu

ring-and-

supply-

chain

米国 6-U9 UL、インド
で初のモバ
イルソー
ラー太陽光
発電ユニッ
トテストラボ
を開設

6月19日 ULは、インドのニューデリーにモバイルPVユニットテストラボの立ち上げ
を発表

 ラボ概要：
• 太陽光発電システムの所有者およびオペレータは、太陽光発電所の
現場で直接性能の低いモジュールを識別、評価、および交換が可能

• ULはインドでモバイルPVテストラボを立ち上げた最初の独立した第
三者認証および認定企業

 Dr. Chakradhar Byreddy （Director for renewables in Asia Pacific for 

UL）発言要旨：
• 「性能が不十分なPVモジュールは、太陽光発電所全体のエネルギー
出力を低下させる可能性があり、大きなリスクとなる。インド政府が、
コンポーネントとシステムのための堅牢な品質規格の開発に向けて
取り組んでいることを考えると、今回のラボ開設は当然の成り行き」

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

launches-

first-

mobile-

solar-pv-

unit-

testing-

laboratory-

india
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/9)

ULは、Hazardous Locations（HazLoc）の試験及び認証ラボを正式にオープン

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ul.com/news/ul-officially-opens-expanded-hazardous-locations-lab-accelerate-manufacturing-and-supply-chain
https://www.ul.com/news/ul-launches-first-mobile-solar-pv-unit-testing-laboratory-india
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米国 6-U10 ANSIは
NISTの人
工知能標準
に関する情
報要求に
回答

6月7日 ANSIは、米国商務省（DOC）の米国標準技術局（NIST）からのAIの技術
標準に関する情報要求（RFI）に回答
 2019年2月11日のAIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領令
（EO）に準拠し、AIの技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、および機会、
ならびにAI標準関連の活動に連邦が関与するための優先分野についてのコメン
トを要望

 EO内容：
• AI技術を使用する信頼性があり、堅牢で信頼できるシステムをサポー
トするための技術標準と関連ツールの開発における連邦政府の関与
のための計画を作成するようNISTに指示

 回答の内容：
• ANSIはNISTに対し、ANSIのAIに関する標準策定の取組について言
及した上で、AIの技術標準策定にあたっては、技術的および社会的
側面の双方に関連するあらゆる問題を検討することを奨励

米国規格協会
(ANSI)

https://www

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=a94bdf6

c-bff3-47ee-

8cbd-

c496a0520

49c

米国 6-U11 再生可能
エネルギー
産業はオハ
イオ州知事
にHouse 

Bill 6に反対
するよう
要請

6月24日 アメリカ再生可能エネルギー評議会（ACORE）は、オハイオ州知事の
Mike DeWineに書簡を送付、風力発電に対する規制を強化するHouse 

Bill 6への反対を強く要求
 当法案により風力発電の開発を差別し、オハイオのRenewable Portfolio 

Standard (RPS)を排する住民投票が確立する可能性あり
 既に施行されている風力発電の厳しい設置要件に加え、新しい投資と経済活動
に110億ドル以上の費用がかかる可能性あり

 ACOREの要求：
• 風力開発を差別する不快で不公平な住民投票の規定を廃止すべき
• より合理的な風力発電の後退要件を実施すべき
• 12.5％のRPSを維持すべきであり、撤廃には反対

Windpower 

Engineering & 

Development

https://ww

w.windpow

erengineer

ing.com/bu

siness-

news-

projects/re

newable-

industry-

urges-

ohio-

governor-

to-oppose-

house-bill-

6/
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/9)

ACORE（アメリカ再生可能エネルギー評議会）は、オハイオ州知事に対し、
風力発電に対する規制を強化するHouse Bill 6への反対を強く要求

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=a94bdf6c-bff3-47ee-8cbd-c496a052049c
https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/renewable-industry-urges-ohio-governor-to-oppose-house-bill-6/
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米国 6-U12 東北村田

製作所が蓄
電システム
内のバッテ
リーセルの
火災安全性
を向上

6月26日 ULは東北村田製作所に対し、蓄電システムの有効活用促進のための試
験方法規格（UL 9540A）に基づく試験レポートを発行

 UL9540A概要：
• 米国の消防および防災に関する規定や規格を検討する団体の要請
を受けて開発され、製品安全に配慮した蓄電システムの有効活用を
促進するための試験方法を規定する規格として発行（2017年11月）

• 蓄電システムに使用されるバッテリーセル、モジュール、ユニット、設
置条件の4段階での試験方法を規定

 中島規巨（村田製作所代表取締役専務執行役員）発言要旨：
• 「日本企業初のUL 9540A試験レポートの取得により、米国都市部に
おける当社の蓄電システムの設置に向けた動きの加速を期待する」

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/tohok

u-murata-

manufactu

ring-

advances-

fire-safety-

associated

-battery-

cells-

within-

battery

米国 6-U13 上院は2035

年までに
50％の国家
再生可能エ
ネルギー基
準、2050年
までにゼロ
カーボンを
目標

6月27日 上院は、2035年までに全米で再生可能エネルギー使用を促進・義務化
する「50％renewable energy standard (RES) 」の確立に向けた議案
を提出

 概要：
• 公共事業の規模に応じた再生可能エネルギーの生成を義務付ける
年間目標を設定(2020年以降)

• （参考）2018年末現在、米国の電力の17.6％を再生可能
エネルギーで供給

• （参考）現在35の州とコロンビア特別区は、renewable portfolio 

standards (RPS)を保有し、うち11つの計画は本提案の50％の
基準を上回るため、当RESの適用が除外される予定

Utility Dive https://ww

w.utilitydiv

e com/new

s/senators-

target-50-

national-

renewable

-energy-

standard-

by-2035-

zero-

carbon/55

7722/

961

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(7/9)

ULは、東北村田製作所に対し、蓄電システムの有効活用促進のための試験方法
規格（UL 9540A）に基づく試験レポートを発行

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/tohoku-murata-manufacturing-advances-fire-safety-associated-battery-cells-within-battery
https://www.utilitydive.com/news/senators-target-50-national-renewable-energy-standard-by-2035-zero-carbon/557722/
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米国 6-U14 データセン
ターとグリー
ンビルに関
するクリーン
エネルギー
の米国 –

インドSCCP

ワークショッ
プ

6月3日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合プログラ
ム（SCCP）フェーズIIワークショップへの参加を呼びかけ（7月15～16日
＠インド、ハイデラバード予定）

 ワークショップ概要：
• 米国・インドの専門家が、データセンター及びグリーンビルディングの
キャパシティビルディング、効率化の機械、及び標準について説明

• 米国貿易開発庁（USTDA)の資金援助を受け、インド産業連盟（CII）
と共同で実施

 背景：
• インドは2030年までの都市化を目指しており、特にデータセンターや
グリーンビルディングの分野におけるエネルギー効率の目標達成に
おいて、米国との協力が有用と想定

• 目標達成にあたり、インドは省エネルギー建築基準法と国家建築基
準法の適用を含む、商業用建築物とデータセンターの標準及びベス
トプラクティスの優先が必要

 ANSIの役割：
• 米国とインドのクリーンエネルギー、スマートかつ持続可能な都市、
水と衛生等の3つの分野に関する議論のファシリテーションを担当

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

8ff404ab-

7cda-

4423-

ad7d-

e95c9ad7

1f3c

米国 6-U15

 

IMSAは
EPA、SAE、
Michelin、
VP Racing 

Fuelsと共に
再度グリー
ンを目指す

6月1日 Scott Atherton, President, IMSAとKarl Simon, EPA 

Transportation and Climate Division Directorは、今後数シーズンに
おいてIMSA Greenイニシアティブの拡大計画を発表

 IMSA Greenイニシアチブ概要：
• チャンピオンシップの二酸化炭素排出量と全体的な環境への影響を
達成可能な方法で大幅に削減することを目指す

• 10年以上前に開発した、IMSA認定のアメリカンルマンシリーズ
（ALMS）は、環境保護庁（EPA）、自動車技術者協会（SAE）、
エネルギー省と協力してGreen Racing Programの参照、見直し実施

RACE TECH https://ww

w.racetech

mag com/2

019/06/ims

a-goes-

green-

again-with-

the-epa-

sae-and-

partners-

michelin-

and-vp-

racing-

fuels/

962

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(8/9)

IMSAとEPAは、二酸化炭素排出量と環境への影響削減を目指すIMSA Green

イニシアティブの拡大計画を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=8ff404ab-7cda-4423-ad7d-e95c9ad71f3c
https://www.racetechmag.com/2019/06/imsa-goes-green-again-with-the-epa-sae-and-partners-michelin-and-vp-racing-fuels/
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(9/9)

ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）による米国ーインド間規格適合プログラム
（SCCP）フェーズIIワークショップへの参加を呼びかけ

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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米国 6-U16 米国 - イン
ドSCCP II

ワークショッ
プ：スマート
で安全で
持続可能な
建築物およ
び都市のた
めの技術

6月3日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合プログラ
ム（SCCP）フェーズIIワークショップへの参加を呼びかけ（7月10～11日＠
インド、ニューデリー）

 ワークショップ概要
• 米国・インドの専門家が、スマートで持続可能な都市のための高品質
基準の実施と適合性評価の枠組みについて議論

• インドのスマートシティの概要及び、復元力、エネルギー効率、相互
運用性の向上等をサポートする技術やプログラムについて説明

• 米国貿易開発庁（USTDA)の資金援助を受け、インド産業連盟（CII）
と共同で実施

 ANSIの役割：
• 米国とインドのクリーンエネルギー、スマートかつ持続可能な都市、
水と衛生等の3つの分野に関する議論のファシリテーションを担当

米国規格協会
(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

754e4890-

fea4-4711-

9716-

8b220024

bb2e

米国 6-U17 Global City 

Teams 

Challenge 

Smart and 

Secure City 

Expo が7月
10〜12日に
ワシントン
DCで開催

6月20日 NISTを含むGlobal City Teams Challenge（GCTC）がSmart and 

Secure City Expo を開催（7月10～12日＠ワシントン 予定）
 Expo概要：

• 米国商務省国家電気通信情報庁（NTIA）、国土安全保障省化学技
術局（DHS S&T）、NISTが共同で開催

• 健康、農業、ビル管理、公共安全、交通、等における問題解決への
ネットワーク及びIoTの活用を議論

 GCTC概要：
• 2014年にNISTが中心となり開始した産官学の取り組み
• Cyber-Physical Systems (CPS) やIoT等、スマートシティ関連技術
の活用、発展、関連規格の発展を志向

米国標準技術
局 (NIST)

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

6/global-

city-teams-

challenge-

smart-and-

secure-

city-expo-

convenes-

july-10-12

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=754e4890-fea4-4711-9716-8b220024bb2e
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/global-city-teams-challenge-smart-and-secure-city-expo-convenes-july-10-12
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中国 6-C1 エネルギー
性能測定と
検証ガイド
ラインに
関する国家
標準シンポ
ジウムを
開催

6月5日 中国国家標準化研究所の資源環境局がエネルギー性能測定と検証ガイ
ドラインに関する国家規格シンポジウムを開催（5月30日＠北京）

 背景：
• 「第12次5カ年計画」以降、関係省庁や一部の地域において、エネル
ギー管理システム手法の積極的な導入、1万社の企業に対する
省エネおよび低炭素活動を開始

• 「エネルギー管理システム要件」に従ったエネルギー管理システムの
構築と実施を推進

 目的：
• 開発・改革委員会の企業に対するエネルギー管理システムの構築
および評価方針実行支援のための重要な技術支援の提供

 討議内容：
• 規格に関する意見募集の結果について議論。意見に沿って規格を
修正し、規格のレビューに向けた準備を実施

 出席者：
• 省エネサービス提供企業、業界団体、研究機関、認証機関および
関連分野の専門家や代表者

中国標準化
研究院 (CNIS)

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201906/t

20190605

43241.ht

ml

964

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/13)

中国国家標準化研究所の資源環境局がエネルギー性能測定と検証ガイドラインに
関する国家規格シンポジウムを開催

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201906/t20190605_43241.html
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中国 6-C2 中国初の下
水処理機器
の環境保護
装置におけ
るエネル
ギー効率規
格を発表

6月5日 中国初の下水処理機器の環境保護装置に関する2つのエネルギー効率
規格を発表（4月4日）
 中国標準規格（GB） 37485-2019「下水処理用水中プッシュフローミキサーのエ
ネルギー効率限界値およびエネルギー効率規格」およびGB 37483-2019「下水
処理用ロータリーエアレーターのエネルギー効率限界値およびエネルギー効率
規格」の2つの国家強制規格が4月4日に正式発表、2020年5月1日に正式発効
※それぞれ、エネルギー効率規格の定義、技術的要求事項および試験方法に
ついて規定

 背景：
• 中国の環境保護産業の発展に伴う、下水処理場の排水品質に
対する要求の高まりに対応

 目的：
• 下水処理のコストを削減、下水処理利用者の環境保護装置のエネル
ギー効率に対する理解の深化、省エネ法の要求に対する対応の
ための適正な基準を策定

 策定者：
• 国家エネルギー財団、全国エネルギー基礎・管理標準化技術委員会
（SAC / TC20）、全国環境保護産業標準化技術委員会（SAC / 

TC275）、中国冶金華天南京工学技術有限公司、中国冶金華天工
学技術有限公司、ランシェングループ有限公司、南京ベイト環境保護
一般機器製造有限公司、南京ブルックリン環境保護機器有限公司、
国家環境保護機器品質監督検査センター

中国標準化
研究院 (CNIS)

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/kydt

/201906/t2

0190605

43242.htm

l

965

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/13)

下水処理機器の環境保護装置に関し、中国初のエネルギー効率規格2件を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/kydt/201906/t20190605_43242.html
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中国 6-C3 室内用エア
コンのエネ
ルギー効率
限界値とエ
ネルギー
効率規格の
改定案が

レビューを
通過

6月5日 室内用エアコンのエネルギー効率限界値とエネルギー効率に関する国
内改訂規格案がレビュープロセスを通過（5月24日）
 レビューチームが、規格のドラフトの背景、プロセス、および内容についてヒアリ
ングの上、規格ドラフトの内容について徹底的かつ詳細な議論とレビューを行い、
レビューを通過させることに同意

 参加者：
• 全国エネルギー標準化委員会と規格ドラフトグループの代表

 改正内容：
• 製品のエネルギー効率に関する要件の大幅な改善
• 固定周波数と可変周波数の2タイプ家庭用エアコンのエネルギー効
率評価指標の統一

中国標準化
研究院 (CNIS)

https://ww

w.cnis.ac.c

n/ynbm/zhf

y/zhxw/20

1906/t201

90605 43

243.html

中国 6-C4 ロボット用リ
チウム電池
業界標準に
関する初回
の意見募集
に関する
お知らせ

6月19日 CESIはサービスロボット用のリチウムイオン電池とバッテリーのための
一般仕様書に関する意見募集を開始（7月18日締め切り）
 ロボット用リチウム電池規格原案作成グループが電子工業規格SJ / Txxxxx-

xxxx「リチウムイオン電池およびサービスロボット用電池の一般仕様」（2018-

1360T-SJ）の第1草稿を作成し、意見を募集中であると発表
 今後のスケジュール：

• 原案作成グループは意見を受け、草稿について協議する会議を
2019年8月に開催予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5201

.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/13)

室内エアコンのエネルギー効率に関する国内規格改訂案がレビュープロセスを通過。
また、サービスロボット用リチウムイオン電池に係る一般仕様書については意見を募集中

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/ynbm/zhfy/zhxw/201906/t20190605_43243.html
http://www.cesi.cn/201906/5201.html
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中国 6-C5 世銀が中国
のバッテ
リー貯蔵に
よる再生
エネルギー
開発を支援

6月11日 世銀が中国によるバッテリー貯蔵による再生エネルギー開発を支援
 世銀理事会が大規模なバッテリー貯蔵システムの配備による再生エネルギーの
一層の統合と利用拡大のため、中国の再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進
プロジェクトに対して3億ドルの貸付をすることを承認

 背景：
• 中国は風力及び太陽光発電キャパが最大であるにもかかわらず、送
電における技術的制約や地域間の電力交換の規制枠組みの差によ
り、それら資産活用が不十分

 目的：
• 中国の制約に取り組み、中国の包括的なエネルギー移行目標を
支援

• 2030年までに一次エネルギー消費における非化石燃料のシェアを現
在の14.3%から20%に、2050年までに50%に増加させることが目標

 融資形態：
• 再生エネルギー及びバッテリー貯蔵促進プロジェクトは華夏銀行に
より実施

• 華夏銀行が、プロジェクトの目標達成のため、少なくとも4.5億ドル
共同融資

• 政策・規制改革に関する技術的支援、適切な技術及び安全基準の
構成、組織能力の強化については、地球環境ファシリティ（GEF）と
エネルギー分野プログラム（ESMAP）が融資

World Bank https://ww

w.worldba

nk org/en/

news/pres

s-

release/20

19/06/11/w

orld-bank-

to-help-

china-

develop-

renewable

-energy-

with-

battery-

storage
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/13)

世銀が、中国によるバッテリー貯蔵による再生エネルギー開発を支援

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/11/world-bank-to-help-china-develop-renewable-energy-with-battery-storage
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中国 6-C6 「工業用ボ
イラーの省
エネルギー
測定および
検証技術要
件」等、2つ

の国家規格
承認会議を
北京で開催

6月26日 「産業用ボイラーの省エネ測定および検証技術要件」と「エアコンプレッ
サーシステムの省エネ測定および検証技術要件」のレビューが全会一致
で完了（6月13日＠北京）
 上記規格は、省エネを測定・検証するための2つの新しい規格として策定を推進

 背景：
• 中国では、省エネリノベーションプロジェクトを客観的評価を提供し、
効果的に省エネ効果の不確実性を減らす「省エネ計測検証技術一般
規則」（GB / T 28750）を含む10の省エネ計測検証規格が発行済

中国標準化
研究院
(CNIS)

*1

http://www.

cnis.ac.cn/

bydt/kydt/2

01906/t20

190626 4

3618 html

中国 6-C7 LED照明製
品のエネル
ギー効率国
家規格の発
表会を開催

6月26日 「屋内照明用LED製品のエネルギー効率限界値およびエネルギー効率
規格」（GB 30255-2019）および「道路およびトンネル照明用LEDランプ
のエネルギー効率限界値およびエネルギー効率規格」（GB 37478-

2019）を発表（6月10日＠広州）
 規格の理解を深め、規格の実施を促進するため、規格の発表に合わせて、

CNISの招待者やLED照明会社から計約100人を集めた、CNISのアセット・
アンド・サークル協会およびTÜV SÜD主催の発表会を開催

 LED照明製品のエネルギー効率に関する国内規格は、2020年5月1日に正式に
実施開始

中国標準化
研究院
(CNIS)

*1

http://www.

cnis.ac.cn/

bydt/kydt/2

01906/t20

190626 4

3629 html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/13)

屋内照明LEDのエネルギー効率に関するGB 30255-2019及び道路・トンネル照明
LEDに関するGB 37478-2019規格を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

*1 注：7月1日取得時リンクを記載

http://www.cnis.ac.cn/bydt/kydt/201906/t20190626_43618.html
http://www.cnis.ac.cn/bydt/kydt/201906/t20190626_43629.html
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中国 6-C8 GB 24500

「産業用ボ
イラーのエ
ネルギー効
率限界値と
エネルギー
効率規格」
の改訂国内
規格のレ
ビューが
完了

6月26日 「産業用ボイラーの省エネ測定および検証技術要件」と「エアコンプレッ
サーシステムの省エネ測定および検証技術要件」のレビューが全会一致
で完了（6月13日＠北京）

 背景：
• 近年の工業用ボイラーの製品構造および性能レベルの変化に伴う
ガス燃焼ボイラーおよびバイオマスボイラーを促進するための、
クリーンエネルギー利用、再生可能エネルギー利用、廃熱利用、
および石炭-ガスおよび石炭-電力政策を導入・推進

• 廃熱ボイラー、電気暖房ボイラーおよび他の製品の急速な発展、
規格の適用範囲の欠如により、関連する政策ニーズを満たすことが
できなかったため、改訂を実施

中国標準化
研究院
(CNIS)

*1

捜狐

http://www.

cnis.ac.cn/

bydt/kydt/2

01906/t20

190626 4

3619 html

https://ww

w.sohu.co

m/a/32160

8230 120

060669?s

pm=smpc.

author.fd-

d.13.1562

65617341

9Yz6eLxX

中国 6-C9 GB / 

T24915

「契約エネ
ルギー管理
技術一般原
則」の改訂
国内規格の
レビューが
完了

6月26日 GB / T24915「契約型エネルギー管理技術一般原則」の改訂規格の
レビューが完了（6月14日＠北京）
 契約型エネルギー管理は、政府によって推進され市場と組み合わされた新しい
省エネメカニズムで、国内外で政府が強く推進

 規格は、政府の指針の裏付けとなる「省エネサービス会社の監査および申告に
関する契約型エネルギー管理の金銭的報酬の資金および関連事項の要件に
関する通知」で引用

中国標準化
研究院
(CNIS)

*1

http://www.

cnis.ac.cn/

bydt/kydt/2

01906/t20

190626 4

3620 html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/13)

GB/T24915「契約型エネルギー管理技術一般原則」改訂規格についてのレビューが
完了

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

*1 注：7月1日取得時リンクを記載

http://www.cnis.ac.cn/bydt/kydt/201906/t20190626_43619.html
https://www.sohu.com/a/321608230_120060669?spm=smpc.author.fd-d.13.1562656173419Yz6eLxX
http://www.cnis.ac.cn/bydt/kydt/201906/t20190626_43620.html
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中国 6-C10 GB / T 

2589「包括
的なエネル
ギー消費の
計算に関す
る一般規
則」の改訂
国内規格の
レビューが
完了

6月21日 GB / T 2589「包括的なエネルギー消費の計算に関する一般規則」の
改訂規格のレビューが完了（6月21日＠北京）

 規格概要：
• 本規格は、最初の国家エネルギー規格で、 1988年に第1回、2007

年に第2回の改訂を実施
• ・今回の改訂は、多くのエネルギー消費制限基準の適用経験や問題
点、エネルギー消費指標からの示唆、外国の関連規格の最新の結
果に基づいて実施

国培标准化培

训网

http://gpstn

.org/nd.jsp

?id=543

970

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(7/13)

GB/T2589「包括的なエネルギー消費の計算に関する一般規則」改訂規格について
のレビューが完了

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://gpstn.org/nd.jsp?id=543
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中国 6-C11 国家技術

標準化イノ
ベーション
ベース（ス
マートグリッ
ド）の構築

促進に関す
る国家標準
化委員会の
通知

6月28日 State Grid Corporation of Chinaが策定した「国家技術標準イノベー
ションベース（スマートグリッド）建設・開発行動計画（2019-2021）」を紹介、
計画への支持を表明

 行動計画の開発ビジョン：
• プラットフォーム：オープンシェアリング、複数参加、生産における共同
イノベーション、教育および研究を伴うスマートグリッド技術標準のため
のパブリックイノベーションプラットフォームを構築

• 2つのブレークスルー：主要分野での技術標準の開発を強化し、スマー
トグリッド技術・標準・産業の「三位一体」の開発メカニズムを構築する
ことで、市場化と国際化の両方で大きなブレークスルーを達成

• 3つの機能：スマートグリッド主要テクノロジー標準インキュベーターの
役割、スマートグリッドチェーンの共同開発の推進器としての役割、
エネルギー変換サービス、経済・社会的品質開発の最高の技術標準
コレクターの役割

• 4つの革新：「科学+標準+産業」の同時開発、新しい開発方法を促進
する革新技術産業提携、標準化チーム構築における新たな方向性の
検討、新たなメカニズムを共有する様々な資源要素の革新と標準化

 主要タスク：
• スマートグリッド分野における技術標準システムの構築推進
• スマートグリッドの分野における高度な技術標準の適用促進
• スマートグリッドの分野における中国の標準の国際的な影響力の強化
• イノベーション基盤のメカニズム構築と運用管理の強化

国家標準化
委員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zxtz/

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201906/P0

20190628

36946274

1034 pdf
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(8/13)

SACは、State Grid Corporation of Chinaが策定した「国家技術標準イノベーショ
ンベース（スマートグリッド）建設・開発行動計画（2019-2021）」を紹介、支持を表明

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zxtz/
http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/201906/P020190628369462741034.pdf
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中国 6-C12 第5回ISO / 

IEC JTC1 / 

SC41総会
および
ワーキング
グループを
開催

6月4日 ISO/IEC JTC1/SC41の第5回総会およびワーキンググループを開催
（5月26日～31日＠重慶）

 参加者：
• 中国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本、韓国、インド等10カ国
以上から、計60人以上の専門家

 開催ワーキンググループでの検討対象規格：
• ISO / IEC 21823-2 IoTシステムの相互運用性パート2：伝送の相互
運用性

• ISO / IEC 30144 IoT対応変電所のための無線センサーネットワーク
システム

• ISO / IEC TR 30148 IoTによる無線ガスメーター用センサーネット
ワークアプリケーション

 今後の予定：
• IoT用語集などの2つの国際規格の編集、「IoT配電アプリケーションの
アーキテクチャと機能要件」および「IoT電子価格署名システムの概要
と要件」の会議での意見に基づいた改定および正式な提案、
人事ポジショニング管理システムに関するアドホックグループの設立
推進

中国電子技
術標準化研
究院 (CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5138

.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(9/13)

ISO/IEC JTC1/SC41は、第5回総会及びWGを開催

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201906/5138.html
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中国 6-C13 中国規格の
「走出去」
（海外投資
戦略）の
実践 - 中国
自動車セン
ターはタジ
キスタン及
びモロッコ
の自動車

規格および
規制当局と
の協力覚書
に署名

6月21日 CATARCのASRI（自動車標準研究所）所長であるFeng Wei氏は、
タジキスタン共和国及びモロッコの自動車規格および規制当局との
協力覚書に署名
 Wei氏はCATARCを代表し、タジキスタン共和国の標準化計量認証貿易管理部と
自動車の規格と規制の分野における協力に関する覚書に署名（6月14日）

 覚書内容：
• 標準化に関する知識の交換、標準および規則の共有を加速
• タジキスタンの標準規制の枠組み構築における協力プロジェクトの
実施

 中国側の締結目的：
• 中央アジア諸国による中国の自動車規格および規制に対する認識を
強化

• 中国と中央アジア諸国間の実質的な協力を深め、中国の自動車
規格及び規制の国際的影響力を拡大・維持

 Wei氏はCATARCとBYDを代表し、モロッコ標準化協会と自動車規格及び関連規
制における協力に関する覚書に署名（6月17日）

 覚書内容：
• CATARCとBYDをモロッコ電気自動車標準技術委員会のメンバーとし
て登録

• 協力の範囲を拡大し、標準に関する情報交換と人材育成を強化
• モロッコにおける新エネルギー自動車のための規格と規制システムを
共同で確立し改善

 中国側の締結目的：
• 「一帯一路」における標準のコネクティビティを促進
• 中国の自動車規格の「輸出」と製品の「輸出」の組み合わせによる、中
国の自動車規格と中国の自動車ブランドの国際的影響力の
さらなる拡大

＊BYD：中国の電気自動車（EV）最大手

中国自動車
技術研究セン
ター
(CATARC)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1394.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(10/13)

CATARCのASRI（自動車標準研究所）は、タジキスタン及びモロッコの自動車規格
及び規制当局との協力覚書に署名

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1394.html
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エネル
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マネジ
メント

中国 6-C14 IoT技術と

規格サミット
フォーラムを
共催

6月11日 IoT技術と標準化サミットフォーラムを開催（5月29日＠重慶）
 フォーラムは、中国電子技術標準化研究所と重慶郵政大学との共催で、ISO/IEC 

JTC1/SC 41（IoT及び関連技術ワーキンググループ）とあわせて開催
 IoT技術、標準およびアプリケーションを含むIoT産業の発展に焦点を当て、国内
外のIoT分野の専門家に対してオープンなコミュニケーションプラットフォームを
提供

 テーマ：
• IoTの最新の技術、標準、および応用

 参加者：
• 中国、米国、韓国、カナダ、ドイツのIoT専門家及びビジネスの代表者

中国電子技
術標準化研
究院 (CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1906/5144

.html

中国 6-C15
再

メタノール
燃料自動車
規格に関す
るワーキン
ググループ
が規格に係
るシンポジ
ウムを杭州
にて開催

6月17日 CATARCのASRI（自動車標準研究所）がメタノールを燃料とする自動車規
格に関するワーキンググループを主催（4月10日＠杭州）

 会議の目的：
• 自動車分野に係る技術ルートや規格のパラメータなどの側面に
ついて十分に検討し議論

 会議内容：
• メタノール燃料車に関する一連の規格と、作業部会によって研究中の
規格プログラム「産業用省エネルギーとグリーン標準化に関する
特別プログラム」について紹介

• メタノール燃料車規格のプログラム承認およびフォローアップ計画につ
いて報告

• 3つの関連規格「不規則な汚染物質の制限と測定方法」、「メタノール関
連成分の特別な要件」、及び「特別なラベルの配置」の草案に
ついて議論し、合意

 規格策定背景：
• 8省庁が「特定地域へのメタノール燃料自動車の適用に関する
ガイダンス」を発行（3月19日）

• ガイダンスにて、標準プログラムの実施は重要な要素であると強調

中国自動車
技術研究セン
ター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

91.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(11/13)

CESIは、重慶郵政大学と共同で、IoT技術と標準化に関するサミットフォーラムを開催

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201906/5144.html
http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1391.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(12/13)

EV全車両基準に関するWGが開催され、EV関連規格の更新の可能性等について討議

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル
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中国 6-C16
再

EV全車両

規格に関す
るワーキン
ググループ
は、2019年
の重慶での
最初の会議
を開催

6月17日 EV全車両基準に関するワーキンググループを開催
（3月26日～27日＠重慶）
 会議ではEV規格の開発について概説し、規格の改訂が後2年間でワーキング
グループにとって重要な課題となることを共有

 討議内容：
• 業界要件を満たすことが可能な、国内及び産業用のEV規格は全部
で129規格存在しているが、製品技術の進化に伴い、一部規格の技
術規定を更新する必要あり

• 特にエネルギー消費量については、複数の国家政策に関連しており、
産業の発展を導くうえで重要であることを強調

 今後のスケジュール：
• 軽自動車に関する規格GB/T 19753、GB/T 18386、GB/T 32694の
研究（2019年末までに完了予定）

• 大型商用車に関する規格GB/T 19754およびGB/T 18386の研究
（2020年までに完了予定）

 出席者：
• EVメーカー、バッテリーメーカー、試験機関、科学研究機関を含む80

以上のメンバーから120人以上

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

87.html

再掲

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1387.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(13/13)

燃料電池電気自動車に関するWGは、2019年第1回会議を開催し、燃料電池電気
自動車、燃料電池エンジンに関する規格の検討状況について共有

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル
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エネル
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ント

中国 6-C17 燃料電池

電気自動車
に関する
ワーキング
グループが
佛山で2019

年最初の
会議を開催

6月17日 燃料電池電気自動車に関するワーキンググループは、2019年第1回会
議を開催（4月2日＠佛山）
 南海地区委員会の副所長のLi 氏は燃料電池電気自動車の推進に関する計画
を紹介し、2020年までに28箇所の水素補給所を建設することを提案

• Li 氏は南海区がプロジェクト「Xianhu Hydrogen Valley」を核として、
水素製造、水素充填、水素電池、コア部品、パワートレイン、水素燃
料電池車の製造を統合した水素エネルギー産業チェーンを構築した
ことを報告

 会議における決定事項（抜粋）：
• GB / T 24549「燃料電池電気自動車 - 安全要求事項」：本会議にて
コメント募集に関する作業は完了。次のステップとしてレビュー及び
承認を実施予定

• GB / T 24554「燃料電池エンジンの性能試験方法」：既存のテキスト
の修正に加え、電流流量計の精度と気密試験で得られた圧力値に
ついてさらに検討する必要有

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/13

88.html

再掲

http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1388.html
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ベト
ナム

6-A1 ベトナムと
韓国が電力
システム管
理の技術基
準に関する
覚書に調印

6月12日 MOIT（ベトナム産業貿易省）の承認を受けた科学技術局部長Tran Viet 

Hoa氏とKEA（韓国電気協会）常任副会長のKim Dong Soo氏は、電力
システム管理における技術基準と規範に関する覚書（MoU）に署名
（6月12日＠ベトナム ハノイ）

 背景
• ベトナム産業貿易大臣は、2025年までの産業貿易のための技術標
準と規範のシステムを完成させるための決定（3263 / QD-BCT）を
発表（2018年9月）

• 当決定を実施し、且つ国際組織、技術基準・規範関連の専門家、
MOITらと知見の共有を促進させるため、KEAとMoU署名を行うこと
に同意

 MoU（Technical standards and norms in the power system 

management）における協力内容
• 以下内容について、双方の電力システム管理のための技術基準と規
範に関する情報を交換
（i）各国の技術基準や規範を管理するためのシステム
（ii）国際規格に対する提案
（iii）電力および建設部門における新技術の出現に従い、電力
産業管理に関する基準及び規範を研究・検討するための活動

（iv）双方が主催する関連する会議およびセミナー
• 電力業界のシステム管理のための技術基準と規範に関するトレーニ
ングコースを開催するための協力

• 技術基準や規範に関するコンサルティング活動を支援し、両国の電
力産業管理における企業との貿易を促進

Vietnam 

Energy Online

http://nangl

uongvietna

m.vn/news

/en/electric

ity/vietnam

-and-

korea-

signed-a-

mou-on-

the-

technical-

standards-

in-the-

power-

system-

managem

ent html
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/3)

ベトナム科学技術局とKEA（韓国電気協会）は、電力システム管理における
技術基準と規範に関するMoUに署名

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://nangluongvietnam.vn/news/en/electricity/vietnam-and-korea-signed-a-mou-on-the-technical-standards-in-the-power-system-management.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/3)

DAIKIN Thailandは、STAMEQに対し、標準化の技術移転や教育等、相互承認
協定に関する更なる協力を要請

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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国
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ベト
ナム

6-A2 DAIKINが、

相互承認に
関するさら
なる協力を
求める

6月3日 DAIKIN Thailandが標準・計量・品質局（STAMEQ）に対し、標準化のた
めの技術移転や試験所間の試験における技術的問題、教育等の相互承
認協定に関するさらなる協力を要請

 DAIKIN Thailand R&D部門長Wissot氏発言要旨：
• ASEAN相互承認等について、試験結果は、性能、機器の電磁両立
性（EMC）やその他の評価に関する指標に適する

• 現在、DAIKINは、ベトナム工場にR&D機能がないため、DAIKIN

Thailandにて製造を実施しているが、今後はそれぞれ独立する予定
のため、モノの輸出入についてベトナムサイドの協力を要請

 標準・計量・品質局副局長のNguyen Hoang Linh 氏発言要旨：
• 試験結果の相互承認については、担当省庁間で協力中であり、対応
が急務だと考えている。DAIKIN Thailandとの協力については、協定
署名へ向けて具体的に議論をしたい旨表明

STAMEQ https://tcvn

.gov.vn/20

19/06/445

46/

タイ 6-A3 Smart 

Energy 

Expo 2019

がバンコク
で開催

6月25日 FTI（Federation of Thai Industries：タイ産業連盟）、IIE（Institute of 

Industrial Energy：産業エネルギー研究所）、IIICTI（Institute of 

Information and Communication Technology for Industries：産業

情報技術研究所）は共同で「スマートエネルギー、スマートファクトリー」に
関するスマートエネルギー博覧会2019を開催（6月25日＠バンコク）
 エネルギー使用の効率化・競争力強化のための先端技術採用の重要性を産業
関係者（公共及び民間部門専門家）に認識させることを目的に開催

 当分野における競争は激しくなっており、IoT、ビッグデータシステム、エネルギー
貯蔵の革新技術にアクセスするなどの技術サポートにより、能力を向上させ、運
用コストを削減する必要性を強調

National News 

Bureau of 

Thailand

http://thain

ews prd.go

.th/en/new

s/detail/TC

ATG19062

52236371

42

再掲

再掲

https://tcvn.gov.vn/2019/06/44546/
http://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG190625223637142
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/3)

Terrapinn Holdingsはエネルギー管理に係るThe Future Energy Show 

Thailand 2019の開催を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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タイ 6-A4 The Future 

Energy 

Show 

Thailand 

2019を開催

6月 The Future Energy Show Thailand 2019の開催を発表
（11月27日-28日＠タイ バンコク 予定）

 開催されるショーの分野
• The Solar Show

• The Power & Electricity Show

• The Energy Storage Show

• The Smart Energy Show

• The Wind Show

 2000人強の出席者、70の展示者、150人のスピーカが集結する見込み

Terrapinn 

Holdings

https://ww

w.terrapin

n com/exhi

bition/futur

e-energy-

show-

thailand/in

dex stm

https://www.terrapinn.com/exhibition/future-energy-show-thailand/index.stm
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国際 6-O1 災害からの
回復

6月4日 IECにおける災害時のインフラの回復力強化を目的とした規格策定活動
について紹介

 紹介されている策定規格（抜粋）
• IIEC 61400シリーズ：洋上風力タービン設計の外部条件として、ほと
んどのハリケーンに耐える能力を包含

• IEC 61508シリーズ：電気および電子システムおよびデバイスのライ
フサイクルを通して機能安全を保証

• IEC TC 56：信頼性サイバーセキュリティの脅威を含むライフサイクル
全体にわたるサービスとシステムのリスク評価と管理を扱う技術分野
の規格作成

• IEC TC 76（レーザー機器）、IEC TC 47（半導体デバイスおよびセン
サー）、IEC TC 31（爆発性環境用の機器）：火山噴火を、地震計、ガ
ス検知器、赤外線サーモグラフィカメラを使用して予測し警告を発す
るシステムに関する規格

 規格に準拠した製品の実用例
• 2011年の日本の福島第一原子力発電所事故、またハイチとネパー
ルの地震後の被害調査に使用されたロボットと無人偵察機は、IEC 

TC 47及びそのSC 47F（マイクロエレクトロメカニカルシステム）、IEC 

TC 2（モーター）、SC 21A（二次電池とバッテリー）によって開発され
た規格に準拠

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/06/recov

ering-from-

disasters/

980

【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/4)

IECは、災害時のインフラの回復力強化を目的とし、洋上風力タービン設計やレジリ
エンス・信頼性に係るIEC規格が進められていることを紹介

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/06/recovering-from-disasters/
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国際 6-O2 CO2再利用

協力で合意
日サウジ

6月16日 日本とサウジアラビアは、火力発電で排出された二酸化炭素（CO2）を再
利用する「カーボンリサイクル」分野での協力に合意（6月15日）

 背景：
• 日本は、火力発電への依存度が高く、脱炭素化に向け、産油国であ
るサウジアラビアからの協力を得る必要あり

• サウジアラビアは、来年の20カ国・地域（G20）議長国でもあり、カー
ボンリサイクルを継続的な議題とする想定

 その他：
• 経済産業省は、欧州委員会と米エネルギー省と日米欧で水素や燃
料電池技術に関する共同宣言を策定しており、規制や規格、基準な
どで調和を図る考え

日本経済新聞 https://r.nik

kei.com/art

icle/DGKK

ZO461638

00V10C19

A6EA3000

?type=my

&s=0#AwA

UgjYwMT

U5NDgyO

Q
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/4)

日本とサウジアラビアは、火力発電で排出された二酸化炭素（CO2）を再利用する
カーボンリサイクル分野での協力に合意

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://r.nikkei.com/article/DGKKZO46163800V10C19A6EA3000?type=my&s=0#AwAUgjYwMTU5NDgyOQ
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エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O3 製鉄所の

評価に国際
新基準

省エネ性能
アピール

6月24日 経済産業省は、省エネルギー性能等を評価するための新規規格をISO

に提案予定
 概要：

• 製鉄所の二酸化炭素（CO2）排出量や保守・管理のしやすさを総合
的に評価可能な基準を策定

• 日本の製鉄設備は省エネで優れており、「質の高いインフラ」として新
たな国際基準を策定することで、新興国への輸出増加を志向

 背景：
• 製鉄業が排出するCO2は世界の全産業の3割
• 特に、新興国の製鉄所は初期費用が安い分、省エネ性能が低く保守
が頻繁に必要になる等、結果としてコスト及び環境負荷が高くなる事
例あり

• 2013年、日本が国際的な議論を主導し、一製鉄所のエネルギー消
費の計算基準を発行したが、当該基準のみでは省エネ性能の高い
設備を導入したときの長期的なメリット等の客観的な評価が困難

 今後の予定：
• 国際規格に関する官民懇談会で、世耕弘成経産相が日本の大手企
業経営者らに協力を呼びかけ（6月25日）

• 業界団体と詳細を詰めた上で、ISOへの提案を目指す予定
（2021年度）

日本経済新聞 https://r.nik

kei.com/art

icle/DGXM

ZO464732

40T20C19

A6NN1000

?type=my

&s=3#AwA

UAgAAMT

U5NDgyO

Q
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/4)

経済産業省は、日本の優れた製鉄設備の省エネ性能が評価されるよう、「質の高い
インフラ」として新たな国際規格策定を行う予定

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO46473240T20C19A6NN1000?type=my&s=3#AwAUAgAAMTU5NDgyOQ
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エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O4 日米欧、

水素・燃料
電池分野で
協力強化
技術協力や
標準化など
で連携

6月17日 経済産業省、欧州委員会エネルギー総局（ENER）、米国エネルギー省
（DOE）は、水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力を強化する
ことを確認し、共同宣言（Joint Statement）を発表（6月15日）
 経済産業省とENER、DOEは、エネルギー分野・経済・環境に大きな利益をもた
らす可能性を有する水素・燃料電池技術への強い関心を共有するとともに、水
素エネルギーを低廉で信頼できるエネルギーとするために、水素のコストを削減
する重要性を認識

 G20のエネルギー環境閣僚会合にて協議
 目的：

• ・日米欧が協力関係を強化し、世界における水素利活用の拡大を図
ること

 今後の予定：
• 3機関は第2回水素閣僚会議（9月25日予定）に向けた協力覚書
（MoC）の作成に向けた調整を図る予定

 想定されるMoC内容：
• 2018年10月23日の水素閣僚会議で発表された「東京宣言」に示され
ている以下の分野における協力を通して、具体的な取組の展開を促
進
a. 技術協力及び、規制、規格・基準のハーモナイゼーション、標準

化の促進
b. 水素の安全性及びサプライチェーンに関する情報共有・国際共

同研究開発推進
c. CO2及び他の排出物質を削減する水素の可能性調査・評価
d. コミュニケーション、教育及びアウトリーチ

環境ビジネス
オンライン

経済産業省

Maritime 

Executive

https://ww

w.kankyo-

business.j

p/news/02

2614 php

https://ww

w.meti.go j

p/press/20

19/06/201

90615001/

20190615

001.html

https://ww

w.maritime

-

executive.

com/article

/japan-e-u-

and-u-s-to-

cooperate-

on-

hydrogen-

and-fuel-

cells
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/4)

経済産業省、欧州委員会エネルギー総局（ENER）、米国エネルギー省（DOE）は、
水素・燃料電池技術に関する三国・地域間の協力強化のための共同宣言を発表

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.kankyo-business.jp/news/022614.php
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190615001/20190615001.html
https://www.maritime-executive.com/article/japan-e-u-and-u-s-to-cooperate-on-hydrogen-and-fuel-cells
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共通 ドイツ 7-E1 VDEはドイ

ツ連邦議会
のEnquete 

Commissio

n「AI」に
助言

6月5日 VDE はEnquete CommissionのAIに関する協議に招待され、
AIと標準化について助言（5月初旬）
 VDEのエキスパート2名は、Enquete Commissionの設立以来、AI分野における
標準化の他、モビリティ、サイバーセキュリティ、およびヘルスケアに関し支援

 Enquete Commissionへの支援内容（抜粋）：
• VDEのエキスパートはEnquete Commissionに招待され、安全なAI

に対する現行の課題を標準化がどのように解決可能かを概説。技術
用語などAIの定義やデータとアルゴリズムの標準の重要性について
意見

• さらに、Enquete Commissionは「AIと健康」に関する意見の深化を
求めるべくVDEを聴聞会に招待。VDEは「健康におけるAI」について
発表し、助言

＊Enquete Commission：複雑な分野での公の談話や意思決定を導く
ために、欧州議会によって定期的に設立される一時的な団体

Verband 

Deutscher 

Elektrotechnik

er (VDE)

https://ww

w.vde com

/de/arbeitsf

elder/politi

k/politik-

news/enqu

ete-

kommissio

n-ki

欧州 7-E2 EUとメキシ
コ、デジタル
とコネクティ
ビティに関
する協力を
強化

6月11日 EUとメキシコはデジタル政策分野における継続的な協力に合意
 協力に合意した分野（抜粋）：

• 産業のデジタル化、研究協力、標準化、eコマース、オンラインプラット
フォーム、テレコム規制、オーディオ&ビジュアル規制、電子政府、
データ保護、等

両国は協力における次なるステップを特定（以下ステップにつき抜粋）
 接続性の向上
 高性能コンピューティングへの協力
 EUデジタルイノベーションハブとFIWAREの交換
 新しい大西洋横断海底光ファイバーケーブル（BELLA）がもたらす機会の
共有

＊FIWARE：EUの次世代インターネット官民連携プログラムにおいて開発・
実装された基盤ソフトウェア

欧州委員会
(EC)

https://ec e

uropa eu/d

igital-

single-

market/en/

news/eu-

and-

mexico-

reinforce-

cooperatio

n-digital-

and-

connectivit

y
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(1/13)

EUとメキシコは、デジタル政策分野における継続的な協力に合意

共通テーマ別情報詳細

https://www.vde.com/de/arbeitsfelder/politik/politik-news/enquete-kommission-ki
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-and-mexico-reinforce-cooperation-digital-and-connectivity
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共通 欧州 7-E3 ETSIは、
IOTの相互
運用性を

実現する、
エネルギー
効率に優れ
たIPビデオ

監視の仕様
を発表

6月13日 ETSI技術委員会ATTMは、IPビデオ監視用に相互運用可能なイーサ
ネットおよびPower over Coaxソリューションを提供するためのETSI

技術仕様TS 105 176-2を発表
 TS 105 176-2概要：

• 安全で信頼性の高い電力供給を確保しながら、同軸ケーブルインフ
ラストラクチャを介したIPデータの伝送により、従来のアナログからIP

ビデオ監視システムへ高効率で持続可能な移行が可能
• 同軸ケーブルインフラストラクチャに接続されたIPカメラ、IPスイッチ、
ビデオインターコムシステム、ディスプレイ、またはIPオーディオ装置
等と、同軸スイッチデバイス等の通信装置間の相互運用性を保証

 Dominique Roche氏 （ETSI TC ATTM Chairman and NGO eG4U 

Representative）発言要旨：
• 「このビデオシステムは、アクセスゲート制御の監視等、地下鉄内の
人々の安全性を高める。また、低コストかつ環境に配慮しながら、
アナログカメラからIPカメラへの移行を可能にする」

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

613-2019-

06-etsi-

releases-

specificati

on-for-

energy-

efficient-ip-

video-

surveillanc

e-

enabling-

further-iot-

interopera

bility
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/13)

ETSI技術委員会ATTMは、IPビデオ監視用に相互運用可能なイーサネット及び
Power over Coaxソリューション提供のETSI技術仕様TS 105 176-2を発表

共通テーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1613-2019-06-etsi-releases-specification-for-energy-efficient-ip-video-surveillance-enabling-further-iot-interoperability
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共通 欧州 7-E4 標準化団体
がSEPガイ
ダンスを
発表

6月12日 2つのグループが5GとIoT分野における標準必須特許（SEP）の
ライセンス交付のガイドラインを発行
 NokiaとIP Europは、European Committee for Standardization (CEN)と

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) の
Workshop Agreement (CWA1)の結果として、‘Principles and guidance for 

licensing SEPs in 5G and the Internet of Things, including the Industrial 

Internet’を発行
■また、The App Association (ACT) とthe Fair Standards Alliance (FSA) は、独
自のCWA, CWA2として、 ‘Core Principles and approaches for Licensing of 

SEPs’を発行
 Nokia、IP Europeのガイドライン：

• Qualcomm、Ericsson、三菱、パナソニック、Philips and Orange等
の企業により開発、承認

• SEPライセンスの新規参加者が必要とする可能性のあるライセンス
の交渉について、より自信を持つことが目的

 ACT、FSAのガイドライン：
• Apple、Deutsche Telekom、Cisco等の企業により開発、承認
• SEPライセンス及び、公平・合理的・非差別的（FRAND）ライセンス
条項の適用に関する情報の提供、交渉当事者が遭遇する可能性の
ある質問の特定及び説明、FRANDの義務を遵守しながら、SEPの
ライセンスに関する問題を解決するための行動及びベストプラクティ
スの説明を目的

IPPro http://www.

ippromaga

zine.com/i

ppromaga

zinenews/

article.php

?article id

=6786

987

【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(3/13)

NokiaとIP Europは、5GとIoT分野における標準必須特許（SEP）のライセンス交付
のガイドラインを発行

共通テーマ別情報詳細

http://www.ippromagazine.com/ippromagazinenews/article.php?article_id=6786
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共通 英国 7-E5 2050年まで

のゼロカー
ボンUK：建

物にとって
それが意味
するもの

6月12日 2050年までに炭素排出量をゼロにするという法的拘束力のある目標を
追求すると英国政府が発表
 英国政府は気候変動委員会（CCC）の最近の勧告に同意し、「ゼロネットカーボ
ン」経済を追求。英国はこの目標を提案する最初の主要国であり、本目標を法律
として成立させることを目指す

 「Future Homes」規格（2025年までに低炭素暖房と優れたエネルギー
効率を実現し、新しい非住宅用建築物に野心的な規格）の全面的な適用
を達成する必要有

 財務省はBEIS（ビジネス・エネルギー・産業戦略省）と規制、基準、初期
資金調達を含む財政措置において協力する必要有

 温室効果ガスの削減を推進する分野：
• 電力と水素、建物、産業、輸送、農業、廃棄物、フロンガスの排出、
温室効果ガス除去

Global 

Construction 

Review

http://www.

globalcons

tructionrevi

ew com/tre

nds/zero-

carbon-uk-

2050-

what-it-

means-

buildings/

988

【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(4/13)

英国は、2050年までに炭素排出量をゼロとする法的拘束力のある目標を追求すると
発表

共通テーマ別情報詳細

http://www.globalconstructionreview.com/trends/zero-carbon-uk-2050-what-it-means-buildings/
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共通 欧州 7-E6 インド - EU

間ICT標準
化協力プロ
ジェクトは
IIIT-

Hyderabad

のスマート
シティ向け
IoTに関する
Center of 

Excellence

（CoE）を
サポート

6月13日 EUはEUインドICT標準化協力プロジェクトを通じ、IIITハイデラバードに
てスマートシティ向けIoTセンターオブエクセレンス（CoE）の創設を支援

 背景：
• ICT標準の策定、使用拡大、データ交換、相互運用性の拡大、ビジネ
スの拡大等を目的として、”India-EU Cooperation on ICT-Related 

Standardisation, Policy and Legislation” (2015 – 2019)を実施
 CoE設立目的

• スマートシティに対する標準主導型アプローチの理解を深めること、
およびインドとEUのスマートシティ関係者間のコラボレーションを促進

 CoE概要
• 人材および産業の創出・育成の中核となる研究拠点
• 相互運用性向上のためのoneM2M等の標準使用を含む活動を実施
• スマートシティにおけるIoTの活用において協働を促進

 EUインドICT標準化協力プロジェクト目的
• IoT関連キャパシティビルディングを支援
• インドとヨーロッパICT標準の作成と使用、および統計データの交換
の調和

• ヨーロッパおよびインドのICT標準化への取り組みにさらなる重点を
追加

• インドとEU 間の研究協力や専門家の交流を支援し能力開発を促進
 EUインドICT標準化協力プロジェクト概要

• CoEの一環として設置されたプロジェクトであり、ICT関連の標準化、
政策および立法に関するインドとEUの協力を推進

• IoTに関する関連コースの設計を支援
＊IIITハイデラバード：

• 1998年に設立されたハイデラバードにある情報技術の国際研究所
• コンピュータサイエンス、エレクトロニクス、コミュニケーション等の情
報技術他および、協働研究を通じた他分野への応用に強み

Business 

Standard

THE WEEK

https://www

business-

standard.co

m/article/pti

-

stories/india

-eu-ict-

standardisa

tion-

cooperation

-project-

supports-

centre-of-

excellence-

coe-on-iot-

for-smart-

cities-at-iiit-

hyderabad-

119061300

668 1 html

https://www

theweek in/

wire-

updates/bu

siness/2019

/06/13/pwr8

--

internationa

l%20institut

e%20of%2

0informatio

n%20techn

ology-

hyderabad.

html
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(5/13)

EUはEUインドICT標準化協力プロジェクトを通じ、IIITハイデラバードにて
スマートシティ向けIoT CoEの創設を支援

共通テーマ別情報詳細

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-eu-ict-standardisation-cooperation-project-supports-centre-of-excellence-coe-on-iot-for-smart-cities-at-iiit-hyderabad-119061300668_1.html
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-eu-ict-standardisation-cooperation-project-supports-centre-of-excellence-coe-on-iot-for-smart-cities-at-iiit-hyderabad-119061300668_1.html
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共通 欧州 7-E7 移転の審議
中：プライバ
シーシール
ドと標準契
約条項が欧
州裁判所に
先行

6月14日 ルクセンブルクのEU司法裁判所（CJEU）の一般裁判所が、EU－米国間
のプライバシーシールドに関する訴訟を審理予定（7月1日－2日予定）

 背景：
• フランスの3つのNGO（La Quadrature du Net, French Data 

Network,  Fédération FDN）が告訴
• NGOは、プライバシーシールドがセーフハーバーよりは安全であるも
のの、米国の監視当局によるEU市民の個人データの処理を妨げな
いことに不満

 今後の予定：
• CJEUは、EC標準契約条項（SCC）に基づき、米国に転送される個人
データに対して適切なレベルの保護を提供しているかについてアイル
ランド高等裁判所が11の質問に言及しているSchrems IIの内容を取
り扱う予定（7月9日）

• 2019年末又は2020年初に判決が下り、プライバシーシールドとSCC

の一方または両方がEU外への個人データ転送メカニズムとして無効
になる可能性あり

Hogan Lovells https://www

jdsupra.co

m/legalnew

s/transfers-

on-trial-

privacy-

shield-and-

69073/

欧州 7-E8 ETSIがス
マートシティ、
インダスト
リー4.0、ス

マートアグリ
カルチャー
の3つの
新しいオント
ロジー技術
仕様書を
リリース

6月24日 ETSI SmartM2M技術委員会は、スマートシティ、産業・製造業、スマート
農業・フードチェーンドメインに関する3つの新しいオントロジー技術
仕様書 （TS）を発表

 3つのTS名称：
①ETSI TS 103 410-4：SmartM2M; Extension to SAREF; Part 4: 

Smart Cities Domain

②ETSI TS 103 410-5：SmartM2M; Extension to SAREF;Part 5: 

Industry and Manufacturing Domains 

③ETSI TS 103 410-6：SmartM2M; Extension to SAREF;Part 6: 

Smart Agriculture and Food Chain Domain 

*SAREF（Smart Applications REFerence ontology）:ETSI主導で
仕様策定を進めているスマートアプライアンス表現のオントロジー

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://www

etsi.org/ne

wsroom/pre

ss-

releases/16

20-2019-

06-etsi-

releases-3-

new-

ontology-

specificatio

ns-for-

smart-

cities-

industry-4-

0-and-

smart-

agriculture
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(6/13)

ETSI SmartM2M技術委員会は、スマートシティ、産業・製造業、スマート農業・
フードチェーンドメインに関する3つの新技術仕様書 （TS）を発表

共通テーマ別情報詳細

https://www.jdsupra.com/legalnews/transfers-on-trial-privacy-shield-and-69073/
https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1620-2019-06-etsi-releases-3-new-ontology-specifications-for-smart-cities-industry-4-0-and-smart-agriculture


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 7-E9 欧州規格は、
EUの戦略
的アジェン
ダ2019-

2024に貢献

6月24日 欧州理事会にてEU加盟国の28の首脳と政府首脳が、2019年から2024

年までの戦略的アジェンダ（Strategic Agenda for the 2019-2024）を
承認（6月20日）
 CENとCENELECは、新しいEU戦略アジェンダの成功には規格が不可欠である
と主張

 2019年から2024年の新規戦略アジェンダの目的：
1. 市民と自由の保護
2. 経済基盤の発展：将来のためのヨーロッパのモデル
3. 気候に依存しないグリーンで公正且つ社会的なヨーロッパの構築
4. 世界におけるヨーロッパの利益と価値の促進

 規格の役割：
• CENおよびCENELECはEUの政策優先事項の実施における規格の
役割について宣言「Standards Build Trust」にまとめ発行（2019年4

月9日）
• 宣言内では規格がどのようにEU経済及びEU政策目標へ貢献可能
かを記載

• 本宣言に従い、CENとCENELECは新規アジェンダへも貢献予定

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)Comité 

Européen de 

Normalisation 

Electrotechniq

ue 

(CENELEC)

https://www

cencenelec

eu/news/bri

ef news/Pa

ges/PN-

2019-

041.aspx
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(7/13)

欧州理事会にてEU加盟国の28の首脳と政府首脳が、2019年から2024年までの
戦略的アジェンダ「Strategic Agenda for the 2019-2024」を承認

共通テーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/PN-2019-041.aspx
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共通 ドイツ 7-E10 標準必須

特許に関す
るガイド

6月26日 50以上の機関が、CEN Workshop Agreement CWA 95000 "Core 

Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential 

Patents"を開発
 概要：

• IoT化に向けて、特許保有者とライセンシー間で使用可能な6つの原
則を記載

• FRAND SEP保有者は、差止命令（または同様のもの）を脅かしたり、
求めたり、執行したりしてはならない

• FRANDライセンスは、関連規格を実装したい人に誰でも利用できる
ようにするべき

• SEPは、川下の価値や用途に基づくのではなく、独自の技術的な長
所と範囲に基づき評価されるべき

• いかなる当事者も、ポートフォリオ内の他特許に関する意見の相違に
基づき、不可欠であると合意された特許に対するFRANDライセンス
を差し控えるべきでない

• FRAND交渉のどちらの当事者も、相手方に海外での秘密保持の
取り決めを強要すべきでない

• 特許の譲渡に関わらずFRANDの義務は継続、特許販売取引は明
白な文言を含むべき

ドイツ規格協会
（DIN)

https://www

din de/de/d

in-und-

seine-

partner/pres

se/mitteilun

gen/leitfade

n-fuer-

standardes

sentielle-

patente-

334174
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(8/13)

50以上の機関が、CEN Workshop Agreement CWA 95000 "Core Principles 

and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents"を開発

共通テーマ別情報詳細

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/leitfaden-fuer-standardessentielle-patente-334174
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共通 欧州 7-E11 ANECは
AUWP202

0について
コメント

6月 ANECは、標準化委員会（CoS）のメンバーとして、欧州委員会（EC）の
Annual Union Work Programme for European Standardisation 

2020 (AUWP 2020).の草案にコメント
 背景：

• 欧州委員会（EC）は、来年度の標準化の優先順位に関し、Annual 

Union Work Programme for European Standardisation 2020 

(AUWP 2020)を策定
 コメント概要：

• ANECは、人工知能、IoT、サイバーセキュリティ、自律走行車、エネ
ルギー効率、国際的な協力及び包括性について見解を表明

• また、2020年に向けて、 Electronic Identification and 

Authentication and trust Services（eIDAS）や低電圧指令、アクセシ
ビリティ法についてもコメント

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n (ANEC)

https://www

anec eu/pu

blications/n

ewsletters/8

19-be-

prompt-

anec-

enewsletter

-ed-5-2019

欧州 7-E12 EUがサイ

バーセキュ
リティに
取り組み、
ENISAが
恒久的な
権限を取得

6月27日 EU Cybersecurity Actが施行され、European Union Agency for 

Cybersecurity (ENISA)の権限とリソースが拡大
 ENISAの役割：

• EU内で販売される製品およびサービスのセキュリティ標準に関する
新しい自主的な認証フレームワークを監督することで、EU内で基準
を統一し、混乱を排除

 Udo Helbrecht (Executive Director, ENISA)発言要旨：
• 「欧州のサイバーセキュリティ認証フレームワークが、欧州および
サイバーセキュリティ認証の向上と調和のために主導的な役割を
果たすと確信」

GovInfoSecuri

ty

https://www

govinfosec

urity.com/e

nisa-gets-

permanent-

mandate-

as-eu-

tackles-

cybersecurit

y-a-12702
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(9/13)

ANECは、標準化委員会（CoS）のメンバーとして、 ECのAnnual Union Work 

Programme for European Standardisation 2020 （AUWP 2020）草案にコメント

共通テーマ別情報詳細

https://www.anec.eu/publications/newsletters/819-be-prompt-anec-enewsletter-ed-5-2019
https://www.govinfosecurity.com/enisa-gets-permanent-mandate-as-eu-tackles-cybersecurity-a-12702
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共通 欧州 7-E13 EU-ASEAN

ビジネス
協議会は、
ASEANに
おけるデジ
タルエコノ
ミーに関す
る第2のポ
ジションペー
パーを発
表：デジタル
エコノミーの
最大の利益
を確実に達
成するため
の包括的な
地域アプ
ローチを
要求

6月28日 EU-ASEANビジネス協議会（EU-ABC）は、ポジションペーパー
「Growing a Stronger Digital Future in Southeast Asia」を発行

 ポジションペーパー要旨：
• 2018年に発表された「Ensuring Success for the Digital Economy 

in ASEAN」に続き、第4次産業革命の恩恵を東南アジアにもたらす
ために必要な政策に焦点を当て発行

• EU-ABCは、ASEAN加盟国に対し、自由なデータフロー、デジタルイ
ンフラストラクチャの迅速な開発、海外投資の拡大、Eコマースにおけ
る共通の基準と取り組みの促進、デジタル時代の需要に合わせた
教育の促進を推奨

• また、低価格貨物の通関手続きの簡素化による中小企業のEコマー
ス参入拡大について、ASEANおよび国際的なビジネスグループに
よる提言の採択を引き続き奨励

• さらに、ASEAN加盟国と民間部門の連携促進に言及

Business 

Insider

https://www

businessin

sider.my/eu

-asean-

business-

council-

launches-

second-

position-

paper-on-

the-digital-

economy-

in-asean-

calls-for-

comprehen

sive-

regional-

approach-

to-ensure-

maximum-

benefits-of-

digital-

economy-

are-

achieved/
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(10/13)

EU-ABC（EU-ASEANビジネス協議会）は、ポジションペーパー
「Growing a Stronger Digital Future in Southeast Asia」を発行

共通テーマ別情報詳細

https://www.businessinsider.my/eu-asean-business-council-launches-second-position-paper-on-the-digital-economy-in-asean-calls-for-comprehensive-regional-approach-to-ensure-maximum-benefits-of-digital-economy-are-achieved/
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共通 欧州 7-E14 ETSIがセ

キュリティ
ウィークを
主催し成功

6月21日 ETSIがETSIセキュリティウィーク2019を開催（6月17〜21日）
 ETSIセキュリティウィーク2019はサイバーセキュリティの展望、ポリシーアクショ
ン、AIの役割と影響、そしてダイナミックに変化するテクノロジーとユーザー行動
に対する影響に焦点をあて開催

 イベント詳細：
• 1日目：サイバーセキュリティに関し現在直面している脅威や課題に
対する見解を発表し、これらの課題に対処可能な新技術を概説

• 2日目：EUサイバーセキュリティ法の現状と、ePrivacy規制について
議論。また、クラウドサービスとIoTの認証に関する提案が標準化
団体や組織にもたらす意味について討議

• 3日目：AIに関して現セキュリティ体制と現状とのギャップを埋める
ために、新規規格策定がいかにして役立つのかを強調

• 4日目、5日目：5G、IoT、量子暗号等の分野におけるテクノロジの
急速な進歩とそれに伴うユーザーの行動や社会全体の変化が
与えるセキュリティへの影響について討議

 また、セキュリティウィーク内でETSI TS 103 645（CYBER; Cyber Security for 

Consumer Internet of Things ）がEN規格として発行されることを発表

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://www

etsi.org/ne

wsroom/ne

ws/1618-

etsi-hosts-

another-

successful-

security-

week
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(11/13)

ETSIが、ETSIセキュリティウィーク2019を開催し、サイバーセキュリティの展望、
ポリシーアクション、AIの役割と影響等について討議

共通テーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/news/1618-etsi-hosts-another-successful-security-week
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(12/13)

DINは、プロジェクトAI2Ynetのワークショップを開催し、AIの分野における標準・規格
についても議題として取り扱う予定

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
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発行日 要旨 情報源
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共通 ドイツ 7-E15 中小企業の
ためのAI

技術

6月13日 DINはベルリンでプロジェクトAI2Ynetのワークショップを開催予定
（7月10日）

 AI2Ynetプロジェクト概要：
• 正式名称：AI Apply-It-Yourself network

• 中小企業が機械学習データなどのAIコンポーネントや、より多くのビ
ジネスモデルや活用の機会を引き出す方法を利用するのを支援する
ために、AIアプリケーション共有のための業界横断型プラットフォーム
を開発するプロジェクト

 ワークショップにおける質問予定事項：
• AIの分野でどの標準、規格、および規制がプラットフォームの構築
および使用に関連しているか？

• AIコンポーネントとプラットフォームの機能、セキュリティ、信頼性を
どのように保証可能か？

• AIアプリケーションのセキュリティと品質をわかりやすくするための認
証手順はあるか？

ドイツ規格協会
(DIN)

https://www

din de/de/d

in-und-

seine-

partner/pres

se/mitteilun

gen/ki-

technologie

n-fuer-

kleine-und-

mittlere-

unternehme

n-333372

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/ki-technologien-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-333372
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(13/13)

EUとインドは、Eコマースポリシーの草案、データ保護、医療機器の価格管理等
について議論予定

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 7-E16 インドとEU

はブリュッセ
ルにてEコ

マースポリ
シー草案、
データ保護
について
議論

6月30日 EUとインドは、Eコマースポリシーの草案、データ保護、一部の医療機器
の価格管理等について議論を予定（7月4日＠ブリュッセル予定）

 背景：
• インドとEUは、既に包括的な自由貿易協定（二国間貿易投資協定：

BTIA）を交渉中だが、複数の問題発生により2013年5月以来交渉が
失速

 議論予定テーマ：
• Eコマースポリシーの草案

• 国境を越えたデータの流通の制限に係る法的・技術的枠組み、
機密データの収集や処理、保存に関し企業に規定すべき条件を
提案済

• データ保護規範
• 冠状動脈ステント等の医療機器の価格管理
• EV生産・普及促進（FAME）インディアフェーズ2

• 鉄鋼品質
• アルコール飲料の市場参入
• 化粧品分野に関する規制

Business 

Standard

https://www

business-

standard.co

m/article/pti

-

stories/draft

-e-comm-

policy-data-

protection-

may-figure-

at-india-eu-

meet-in-

brussels-

119063000

186 1 html

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/draft-e-comm-policy-data-protection-may-figure-at-india-eu-meet-in-brussels-119063000186_1.html
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共通 米国 7-U1 NISTはFBI

の新しい
規格として
ONVIFビデ
オエクス
ポート仕様
を推奨

6月7日 国立標準技術研究所（NIST）は、セキュリティ監視記録プラットフォーム
からビデオをエクスポートするためのONVIF規格であるExport File 

FormatをFBIの標準規格とすることを発表
 NISTはONVIFと共同で、ビデオクリップのエクスポートおよび共有に関するFBI

の新しい最低限の相互運用要件として、Export File Formatを採用し、ビデオの
再生プロセスを合理化

 背景：
• ベンダー間に依るセキュリテイ監視データは異なっており互換性なし
• ONVIFエクスポートファイルフォーマットは、記録システムに関わらず、
迅速かつ効率的に調査可能

Facility 

Executive

https://facilit

yexecutive.

com/2019/0

6/nist-

recommend

s-onvif-

video-

export-

spec-as-

new-

standard-

for-fbi/

米国 7-U2 ISO、IEC、
及びITUが
5月の取り
組みリストを
発表

6月11日 ANSIは、International Organization for Standardization (ISO)、
International Electrotechnical Commission (IEC)、International 

Telecommunications Union (ITU) が各機関における新規取り組み項
目を紹介する月次リストを作成・発表していることを紹介
 プロジェクトのアップデートや技術委員会の取り組みタイムライン等も掲載

 目的：
• 3機関間における取り組みの重複の回避

米国規格協会
(ANSI)

https://www

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=ce0f329

2-8fc5-

453e-b5f2-

b58fc91c0a

fa
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(1/7)

NISTは、セキュリティ監視記録プラットフォームからビデオをエクスポートするための
ONVIF規格Export File Formatを、FBIの標準規格とすることを発表

共通テーマ別情報詳細

https://facilityexecutive.com/2019/06/nist-recommends-onvif-video-export-spec-as-new-standard-for-fbi/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=ce0f3292-8fc5-453e-b5f2-b58fc91c0afa
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共通 米国 7-U3 Shopinが
IEEEに参加
し、統一分
散型アイデ
ンティティテ
クノロジー
ワーキング
グループを
設立

6月12日 Shopin.comは、IEEEに参加し、Unified Decentralized Identity 

Technology WGを設立
 目的：

• 収益の増大及びキュリティ、パーソナライゼーション、及び分散化に
よる小売業界の先導

 Shopin概要：
• ブロックチェーン技術及びAI技術を用いて開発された、分散型買物客
プロファイル

• Shopinに加盟する全てのネット上の小売店を接続するプラット
フォームを構築

 Eran Eyal（CEO, Shopin）発言要旨：
• 「クライアントの採用と成果を改善するための最善の方法は、業界に
標準の共同作成を奨励することであり、オープンスタンダードへのコ
ミットメントを進めるため、WGを通して業界全体の変化を促進する」

Yahoo! 

Finance

https://finan

ce.yahoo.co

m/news/sho

pin-joins-

ieee-

establish-

unified-

123000748.

html

米国 7-U4 USNCの最

新ニュース
レターは、
人工知能と
自動システ
ムに注目

6月13日 U.S. National Committee (USNC)のInternational Electrotechnical 

Commission (IEC) は、ニュースレターUSNC Current（2019年春号）
を発行
 AI及びAIが放射線医学を含む主要産業や専門分野に及ぼす影響を特集

 特集概要：
• Artificial Intelligence and Automated Systems

• AI in Radiology and Radiation Oncology

• Update on AI from the National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

• USNC's Recap, (including IEC procedures and processes 

training)

• その他IECのホワイトペーパー "Artificial Intelligence across 

Industries"及びIEC2022総会＠サンフランシスコの詳細情報を提供

米国規格協会
(ANSI)

https://www

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=099a639

6-793a-

45ad-abcd-

640530fd56

e3
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(2/7)

Shopin.comは、IEEEに参加し、Unified Decentralized Identity Technology 

WGを設立

共通テーマ別情報詳細

https://finance.yahoo.com/news/shopin-joins-ieee-establish-unified-123000748.html
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=099a6396-793a-45ad-abcd-640530fd56e3
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共通 米国 7-U5 NISTは
「Mitigating 

the Risk of 

Software 

Vulnerabiliti

es by 

Adopting a 

Secure 

Software 

Developme

nt 

Framework 

(SSDF)」の
ドラフトへの
コメント要求

6月17日 米国標準技術局（NIST）は、ANSIを含むステークホルダーに対し、ホワ
イトペーパー"Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities by 

Adopting a Secure Software Development Framework (SSDF)"

のドラフトに対するコメントを要求（8月5日締め切り）
 ホワイトペーパー概要：

• 目的：ソフトウェア開発者が、根本的な原因に対処しながら、リリース
されたソフトウェアの脆弱性の数を減らし、未検出または未解決の脆
弱性の悪用による潜在的な影響を軽減

• 規定事項：組織内の事業主、ソフトウェア開発者、およびサイバーセ
キュリティの専門家の間での安全なソフトウェア開発プラクティスに関
するコミュニケーションを促進するため、SSDFの適用を推奨

 今後の予定：
• 8月5日までに、質問やコメントを受付

米国規格協会
(ANSI)

https://www

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=8fe6ed5f

-6ae8-

4e92-9f2e-

c72c27c4b

e85
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(3/7)

NISTは、ANSIを含むステークホルダーに対し、ソフトフェアの脆弱性に関する
ホワイトペーパーのドラフトに対するコメントを要求

共通テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=8fe6ed5f-6ae8-4e92-9f2e-c72c27c4be85
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共通 米国 7-U6 NISTは、サ

イバー攻撃
から機密

情報を守る
ためのSP 

800-171を
更新

6月19日 NISTは、規格素案NIST Special Publication (SP) 800-171 Revision 

2: Protecting Controlled Unclassified Information in Nonfederal 

Systems and Organizationsを更新
 更新概要：

• Glossary, Acronyms, and References appendices内文言を修正
• NIST SP 800-171Bについて、高リスク状況下での個人名、社会保
障番号、重要な防衛情報等のControlled Unclassified Information 

(CUI)の取り扱いを追記
 今後の予定：

• 7月19日まで、SP 800-171 Rev.2及びSP 800-171Bについてコメン
トを募集、その後最終版を発行予定

• NIST SP 800-171Aについてもセキュリティ要件が強化された新評価
手法に基づき、更新予定

米国標準技術
局 (NIST)

https://www

nist.gov/ne

ws-

events/new

s/2019/06/n

ist-updates-

sp-800-

171-help-

defend-

sensitive-

information-

cyberattack
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(4/7)

NISTは、情報セキュリティに関するNIST Special Publication (SP) 800-171 

Revision 2を更新

共通テーマ別情報詳細

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/06/nist-updates-sp-800-171-help-defend-sensitive-information-cyberattack
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共通 米国 7-U7 INCITS 

Technical 

Committee 

on Internet 

of Things 

and 

Related 

Technologi

esは、内容

領域専門家
を募集中

6月20日 INCITS Technical Committee on Internet of Things and Related 

Technologiesは、委員会に参画可能な専門家を募集中
 IoT及び関連技術に関するISO / IEC JTC 1 / SC 41の米国技術委員会は、米国
の国際基準策定への関心を示唆

 委員会概要：
• 以下トピックを含む、IoT及び関連技術の技術基盤、相互運用標準の
開発、ユースケース確立を中心に活動

• 産業用IoT、ウェアラブル、スマートシティ、ユーティリティおよびス
マートグリッド、農業、IoTベースのサービスにおける人間的、社会的
要因、 IoTとブロックチェーンの統合、IoTの群知能

• 特に、開発者とユーザーがIoTを包括的に把握し、IoTおよび関連技
術を展開または使用できるようにする「参照アーキテクチャ」の開発に
注力

• メンバーは年に3回から4回の仮想会議と、年に1回から2回の対面会
議に参加し、規格へのコメント及びレビューを実施

InterNational 

Committee for 

Information 

Technology 

Standards 

(INCITS) 

http://www.i

ncits.org/ne

ws-

events/new

s-

coverage/in

cits-

technical-

committee-

on-internet-

of-things-

and-

related-

technologie

s-seeks-

subject-

matter-

experts
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(5/7)

INCITS Technical Committee on Internet of Things and Related 

Technologiesは、委員会に参画可能な専門家を募集中

共通テーマ別情報詳細

http://www.incits.org/news-events/news-coverage/incits-technical-committee-on-internet-of-things-and-related-technologies-seeks-subject-matter-experts
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共通 米国 7-U8 ホワイトハ
ウスは、AI

の研究開発
計画を更新

6月21日 ホワイトハウスは、AIの研究開発に関する戦略計画を更新
 概要：

• AIにおける米国のリーダシップの維持及び米国民への恩恵供与を
志向

• オバマ政権下で2016年に制定された計画における7項目を再強調
• 項目6には技術標準やベンチマークを含めたAI技術の評価
スペクトラムの開発を含む

• 今回の更新は、8項目目として連邦政府、学界、産業界、その他
非連邦組織、および国際的な同盟国との間の効果的なパートナー
シップを追加

Broadcasting 

& Cable (B&C)

https://www

broadcasti

ngcable.co

m/news/whi

te-house-

updates-ai-

r-d-plan

米国 7-U9 IoTのサイ
バーセキュ
リティとプラ
イバシーの
リスクを管
理するため
の考慮
事項：
NISTIR 

8228

6月25日 NISTは、サイバーセキュリティ及びプライバシーに関する規格「NISTIR 

8228 : Considerations for Managing Internet of Things (IoT) 

Cybersecurity and Privacy Risks」を発行
 概要：

• 目的：連邦組織及び他組織のIoTデバイスに関連するリスクへの理解
促進

• スコープ：デバイスセキュリティ、データセキュリティ、および個人の
プライバシー

米国標準技術
局 (NIST)

https://csrc.

nist.gov/Ne

ws/2019/nis

t-publishes-

nistir-8228
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(6/7)

NISTは、サイバーセキュリティ及びプライバシーに関する規格NISTIR 8228を発行

共通テーマ別情報詳細

https://www.broadcastingcable.com/news/white-house-updates-ai-r-d-plan
https://csrc.nist.gov/News/2019/nist-publishes-nistir-8228
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共通 米国 7-U10 Moody’sと
Team8は、
グローバル
なサイバー
リスク基準
を策定する
ための合弁
会社を設立

6月27日 Moody’s CorporationとTeam8は、企業のサイバーリスク評価と査定
に関するグローバル基準を確立するため、合弁会社を設立

 目的：
• グローバル企業が直面しているサイバーリスクを効果的に測定及び
分析する革新的な方法及び技術の開発

 Moody’s概要：
• 大手格付機関として、信用格付け、調査、ツールおよび分析を提供
• リスク測定の方法論と世界標準の開発における経験を保有

 Team8概要：
• イスラエルのサイバーセキュリティ大手シンクタンクおよび企業の創
設プラットフォーム

• サイバーセキュリティ技術に関する専門知識、サイバー人材への独
自のアクセス、およびグローバルなサイバー脅威の展望理解を保有

VentureBeat https://vent

urebeat.co

m/2019/06/

27/moodys-

and-team8-

launch-

joint-

venture-to-

create-a-

global-

cyber-risk-

standard/

米国 7-U11 6月14日

までに登録：
ANSI 

Company

メンバーの
Spring 

Forumデジ
タル変革、
中国の標準
化改革など
を強調する
セッション

6月10日 ANSIは、通信関連企業・法律事務所等と共にCompany Member 

Forum (CMF) を開催（6月24～25日＠カリフォルニア州サンタクララ
クアルコム事務所）

 講演内容：
• 5Gが規格に与える影響、二国間/多国間の貿易協定と規格、持続可
能性と循環経済、デジタル革命、規格管理と可能性、中国の標準化
改革

 出席者：
• Microsoft、Deere＆Co.、Baker＆McKenzie、Qualcomm、

Rockwell Automation、Cisco等の専門家

米国規格協会
(ANSI)

https://www

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=608d2b8

6-7eda-

4743-aec4-

0490ae4c2

af9
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(7/7)

Moody’s CorporationとTeam8は、企業のサイバーリスク評価と査定に関する
グローバル基準を確立するため、合弁会社を設立

共通テーマ別情報詳細

https://venturebeat.com/2019/06/27/moodys-and-team8-launch-joint-venture-to-create-a-global-cyber-risk-standard/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=608d2b86-7eda-4743-aec4-0490ae4c2af9


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 7-C1 Tian 

Shihongが
ISO理事会

会議に出席
後、中英
標準化協力
委員会の

メカニズム
会議に出席

6月18日 SACのTian Shihong氏はISO第109回理事会に参加後、イギリスを訪
問し2019年度中英標準化協力委員に参加
 Tian Shihong氏はISOの第109回理事会に出席し、ISO会長兼事務総長および
米国、フランス、ドイツ、サウジアラビアなどの主要国家標準化機関と8回に渡る
会談を実施（6月10日～17日＠コスタリカ）

 各国会談における主な討議内容：
• 国際標準化および改訂、国際標準化機構のガバナンス改善
• 青島国際標準化フォーラム、中国標準化専門家委員会の活動内容
についても議論し合意獲得

 その後Tian Shihong氏は2019年度中英標準化協力委員会に参加（6月14日＠
イギリス）

 議論内容：
• スマートシティ、シェアリングエコノミー、グリーンファイナンスにおける
国際規格

• 法的ビジネス環境及び「一帯一路」に関する標準化協力

国家標準化
委員会(SAC)

http://www.

sac.gov cn/

xw/bzhxw/2

01906/t201

90618 343

613.htm

中国 7-C2 BSIは中国
標準化管理
局との合意
を拡大

6月18日 SACとBSIがビジネスと産業のための自主規格承認に関するMoUを
更新（6月13日）
 中国と英国が共通の国際規格を使用、または国際規格が入手困難な場合に
それぞれの国内規格を承認することで、両国の企業は商品やサービスに対して
高額な変更を加えることなくビジネスの遂行が可能

 MoU締結目的：
• 英国と中国による国際規格の開発と実施
• 二国間の貿易と投資を促進する規格策定を目指し、両国が協力可能
な分野を特定

Buissiness 

Quarter

国家標準化
委員会 (SAC)

http://www.

bqlive co uk

/internation

al-

trade/2019/

06/18/news/

bsi-

extends-

agreement-

with-

standardiza

tion-

administrati

on-ofchina-

35690/?refr

esh ce

http://www.

sac.gov cn/

xw/bzhxw/2

01906/t201

90618 343

613.htm
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(1/4)

SACは、ISO第109回理事会に参加後、イギリスを訪問し、2019年度中英標準化
協力委員に参加するなど、英国との標準化分野での協力を推進

共通テーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201906/t20190618_343613.htm
http://www.bqlive.co.uk/international-trade/2019/06/18/news/bsi-extends-agreement-with-standardization-administration-ofchina-35690/?refresh_ce
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201906/t20190618_343613.htm
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共通 中国 7-C3 NQIの研究

チームは研
究結果の交
換と綿密な
研究を実施
するため、
オーストリア
とスウェー
デンを訪問

6月21日 NQI（中国国家標準委員会）の研究チームがオーストリアとスウェーデン
の規格協会を訪問し意見交換を実施

 目的
• 先進国の標準化機関のナレッジと標準の海外普及方法について
学習

 訪問背景：
• ASI（オーストリア国立規格協会）とSIS（スウェーデン国家規格協会）
は、「標準化された英中二言語コーパスとオントロジー知識システム
構築グループ」の主要メンバーとして活動

 討議内容：
• 英中標準化インテリジェント翻訳クラウドプラットフォーム、標準ビッグ
データの研究開発と利用

• 標準の海外普及モデルと標準情報協力などの研究結果共有
 SISは、「標準化された英中二言語コーパスとインテリジェント翻訳クラウドプラッ
トフォーム」について、中国国家標準委員会と1年間標準販売協力契約を締結

 締結目的：
• 中国語規格の素早い翻訳と閲覧を目的としたツール提供

中国標準化
研究院
(CNIS)

*1

http://www.

cnis gov.cn/

xwdt/bzhdt/

201906/t20

190621 25

040.shtml
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(2/4)

NQI（中国国家標準委員会）の研究チームがオーストリアとスウェーデンの規格協会
を訪問し、意見交換を実施

共通テーマ別情報詳細

*1 注：7月1日取得時リンクを記載

http://www.cnis.gov.cn/xwdt/bzhdt/201906/t20190621_25040.shtml
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共通 中国 7-C4 人工知能
チップ検査
技術に関す
るセミナーを
開催

6月3日 中国電子技術標準化研究院IC試験・検証研究所が、人工知能チップ
検査技術に関するセミナーを開催（5月15日＠北京）

 目的：
• 中国の人工知能チップ産業の発展を促進し、人工知能チップ試験技
術の改善を促進

 参加者：
• 中国電子技術標準化研究院研究所、中国科学院の科学技術院、

Huawei Hisilicon、Cambrian、Yitu Technology、Zhizhi Electronics

の専門家
 内容：

• 3つのAIチップ関連の規格枠組み（AIチップ評価ツール研究の推進、
チップ評価指標の開発、人工知能チップ試験の主要な指標と試験方
法）に関する討議及び次のステップの整理・計画

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5131.ht

ml

中国 7-C5 中国電子技
術標準化研
究院は
MEMS技術
と標準に関
する国際
フォーラムを
主催

6月19日 CESI（中国電子技術標準化研究院）は学術機関や企業と共同でMEMS

技術と標準に関する国際フォーラムを開催（6月14日＠江蘇省蘇州）
 イベント目的：

• MEMS国際標準化作業への参加機会とプラットフォームを国内外の
企業、機関、組織へ提供

• 中国におけるMEMS技術と規格の発展促進
 出席者

• 中国、日本、韓国、その他の国から100人以上の代表
 MEMS技術概要

• MEMS：Micro Electro Mechanical Systems

• 物理学、半導体、光学、電気工学、化学、材料工学、機械工学、医学、
家電、自動車用電子機器、産業用制御機器における情報工学、バイ
オエンジニアリング、工学技術、医療分野等幅広い分野に応用可能

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5197.ht

ml
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(3/4)

CESI（中国電子技術標準化研究院）は学術機関や企業と共同でMEMS技術と標準
に関する国際フォーラムを開催

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201906/5131.html
http://www.cesi.cn/201906/5197.html
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共通 中国 7-C6 国家標準
「情報技術
人工知能用
語集」セミ
ナーを北京
で開催

6月26日 「情報技術・人工知能の用語の標準」に関するセミナーを開催
（2019年6月20日＠北京）

 開催目的：
• 国家標準化委員会による「2019年の国家標準の最初のバッチおよび
改訂の公布に関する国家標準化委員会の通知」（2019年3月28日発
行）を実行し、人工知能標準の開発を促進

 討議内容：
• 中国電子技術標準化研究院が、情報技術人工知能の用語の基準ド
ラフトの主な技術的内容と準備プロセスを紹介

• Huawei Technologiesの国際標準化専門家が、ISO / IEC JTC 1 / 

SC 42 / WG 1の最新の動向とISO / IEC AWI 22989-人工知能概念
および用語の主な内容について報告

 参加者：
• ソフトウェア研究所、中国科学院、Huawei Technologies、Keda 

Xunfe、Shenzhen Qianhai Weizhong Bank、Beijing Shangtang 

Technology Development、Shanghai Yitu Network Technology、
マイクロソフト(中国)IBM等の企業・機関（計50以上）

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/201

906/5216.ht

ml
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(4/4)

情報技術・人工知能の用語の標準に関するセミナーが開催され、人工知能の用語に
関する基準ドラフトの技術的内容、準備プロセス等についても紹介がされる予定

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201906/5216.html
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共通 シンガ
ポール

7-A1 シンガポー
ル - IMDA

はCE RED

規格に基づ
く短距離
デバイス
（SRD）の

技術仕様の
新バージョ
ンを公開

6月15日 シンガポール情報通信メディア開発局（IMDA）は、CE RED規格に
基づいた新たなバージョンの小電力無線電話（SRD）の技術仕様を公開
 当仕様は、認可された周波数帯域または周波数の1つで動作し、規定内の出力
電力レベル内で送信するための小電力無線電話（SRD）の最小技術要件を定義
するもので、欧州無線機器指令（RED）に基づく

360

Compliance

http://www.

360complia

nce.co/glob

al-market-

access/arge

ntina/asia-

pacific/sing

apore-

technical-

specificatio

n-for-srd-

updated/

タイ 7-A2 民間部門が
ASEANに
規制の標準
化を要求

6月24日 東南アジア諸国連合（ASEAN）および欧州連合（EU）の民間部門の代表
がビジネス対話を開催。ASEAN地域の貿易促進のため、規則や規制が
国際基準を満たすよう調整すべきとの決議を提示
 バンコクで開催された第34回ASEANサミットにてEU－ASEANビジネス対話を
開催

 議論内容：
• 規則、規制、その他のメカニズムなど、貿易に対する非関税障壁の
実態を確認

• ASEANとEUの代表者は、複数のASEAN加盟国が異なる規則や
規則を適用していることに同意し、ASEANが地域の貿易を促進する
ためにそれらを標準化すべきであると決議

• 貿易に対する非関税障壁の撤廃はASEANブループリント2025の
議題の1つであるため、ASEANはこの問題に取り組むことを重要視

Thailand 

Business 

News

https://www

thailand-

business-

news com/a

sean/73645

-private-

sector-

urges-

asean-to-

standardize

-

regulations.

html
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(1/7)

シンガポール情報通信メディア開発局（IMDA）は、CE RED規格に
基づいた新たなバージョンの小電力無線電話（SRD）の技術仕様を公開

共通テーマ別情報詳細

http://www.360compliance.co/global-market-access/argentina/asia-pacific/singapore-technical-specification-for-srd-updated/
https://www.thailand-business-news.com/asean/73645-private-sector-urges-asean-to-standardize-regulations.html
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共通 タイ 7-A3 タイは個人
情報保護法
を採用

6月19日 タイ政府は個人情報保護法（BE 2562（2019））（以下「PDPA」）を発表
（5月27日）
 PDPAは執行組織として個人情報保護委員会（「PDPC」）を設立。当委員会に
より組織がコンプライアンス慣行を確実にするための指針が公表される予定

 企業には2020年5月27日までに対応するよう、1年間のコンプライアンス対応
期間を設定

 規定内容：
• PDPAは「個人データ」（個人を直接的または間接的に識別する任意
の情報）に関する広義内容を定義

• 次の場合に、規定される義務をタイ国外の組織に拡大して適用
（ⅰ）タイ国内の個人に製品およびサービスを提供
（ⅱ）タイの個人の行動を監視

• 組織に対し、下記内容を義務付け
• 個人情報の収集・使用に際しての法的根拠を持つ（場合によっ
ては同意が必要）

• 機密性の高い個人データに対し高度な要件を尊重
• 適切なセキュリティ対策を実施し、データ侵害を通知
• 個人データに関する個人の権利の行使を容易化

Covington https://www

insidepriva

cy com/data

-

privacy/thail

and-

passes-

personal-

data-

protection-

act/
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(2/7)

タイ政府は、個人情報保護法（BE 2562（2019））を発表、執行組織として
個人情報保護委員会（「PDPC」）を設立

共通テーマ別情報詳細

https://www.insideprivacy.com/data-privacy/thailand-passes-personal-data-protection-act/
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共通 タイ 7-A4 NBTCがIoT

のために2

つのドラフト
を準備中

6月24日 NBTC(Office of the National Broadcasting and 

Telecommunications：タイ国家放送通信委員会)がIoTに係る新たな
ルール策定2件を進めていることを紹介
 NBTCは、今年末までにIoTデバイスを管理する2つの規制案を発表し、産業部
門間での大規模な機器間接続のガイドラインを作成する予定

 5Gワイヤレスブロードバンドが世界市場で普及する2020年以降、マシン間接続
も急成長することに備え準備中

 規制条件を5つのカテゴリに分類し検討
• Numbering and identification

• Spectrum and technical standards

• Permissions related to radio communications and competition

• Security and privacy

• Data arrangement structure and data interoperability

※なおIoT接続性のためのナンバーリングの使用は、ITU（国際電気通
信連合）の実用規格に準拠した15桁のシステムを含む可能性が高い

 上記5つのカテゴリのうち2つに取り組むための委員会が設置されており、
事務局長のTakorn Tantasith、デジタル経済社会部の代表および
電気通信事業者を含む19人の他のメンバーが関与
（参考）NBTCサブ委員会は、個人情報保護法（PDPA）策定・施行も並行
して実施中

Bangkok Post

GIP Digital 

Watch

https://www

bangkokpo

st.com/busi

ness/17007

32/nbtc-

readying-

two-drafts-

for-iot

https://dig.w

atch/update

s/thailand-

plans-

issue-iot-

laws
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(3/7)

NBTC（タイ国家放送通信委員会）は、IoTに係る新たなルール策定2件を推進中

共通テーマ別情報詳細

https://www.bangkokpost.com/business/1700732/nbtc-readying-two-drafts-for-iot
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共通 シンガ
ポール

7-A5 シンガポー
ルのデジタ
ルエコノミー
が前進：5G

イノベーショ
ン、スマート
エステート、
そして革新
的な法律

6月27日 情報通信メディア開発庁（IMDA）は、シンガポールが加速してデジタル経
済をリードするための一連のイニシアチブを開始

 イニシアチブにおける主な実施内容：
• IMDAと国立研究財団は、オープンで包括的な5Gイノベーションエコ
システムを構築するために4,000万シンガポールドルを確保

• シンガポールのスマートエステートのためのデジタルトランスフォー
メーションを推進
※IMDAは、アセンダスシンブリッジおよびジュロン・タウン公社との
Smart Estates Call for Innovation Solutions（「CFIS」）の8つのプロ
ジェクト（3D Digital Twinテクノロジーの革新的使用、ビジュアルツ
アーを通じ資産を迅速に検索可能なクラウドベースのプラットフォー
ム等）に対して150万シンガポールドルを授与
※電子取引を円滑にし、革新を促進するための革新的な立法を実施

情報通信メディ
ア開発庁
（IMDA）

https://www

2.imda gov.

sg/news-

and-

events/Medi

a-

Room/Medi

a-

Releases/2

019/Singap

ore-Digital-

Economy-

forges-

ahead-5G-

innovation-

Smart-

Estates-

and-

progressive

-legislation

シンガ
ポール

7-A6 最初の包括
的な信頼で
きるデータ
共有フレー
ムワークが
利用可能に

6月28日 情報通信メディア開発庁（IMDA）と個人情報保護委員会（PDPC）は、組
織間のデータ共有を容易にするための包括的かつ信頼性のあるデータ
共有フレームワークを開発

 目的：
• 共通の「データ共有言語」を提供し、データ共有パートナー間の信頼
確立のための幅広い考慮事項に対する体系的なアプローチを提案
することにより、組織における一連のベースラインプラクティスを確立

 フレームワークの構成
• パート1:データ共有戦略
• パート2: 法律・規制に関する考慮点
• パート3: 技術・組織に関する考慮点
• パート4: データ共有の運用

個人情報保護
委員会（PDPC）

https://www

pdpc gov.s

g/pdpc/new

s/latest-

updates/20

19/06/first-

comprehen

sive-

trusted-

data-

sharing-

framework-

now-

available
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(4/7)

情報通信メディア開発庁（IMDA）は、デジタル経済リードのための一連のイニシアチ
ブを開始した他、組織間データ共有のためのフレーム開発を推進

共通テーマ別情報詳細

https://www2.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2019/Singapore-Digital-Economy-forges-ahead-5G-innovation-Smart-Estates-and-progressive-legislation
https://www.pdpc.gov.sg/pdpc/news/latest-updates/2019/06/first-comprehensive-trusted-data-sharing-framework-now-available
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共通 ベト
ナム

7-A7 首相が第4

次産業革命
における
法制度の
改善を
求める

6月29日 第4次産業革命におけるベトナムの法制度の構築と改善のための法的問
題に関するワークショップで、首相がデジタル政府、デジタル行政、ス
マート都市システムの構築を加速する必要性を強調（6月24日＠ハノイ）
 国家銀行に対し、デジタル通貨またはe-walletの出現と流通の影響を評価し、
適切な政策を提案するよう依頼。早期に新しい形態の資本動員と信用に関する
規制の発行を政府に提出するよう要求

 情報通信省に対し、情報技術インフラ開発を促進し、IoTの適用の要件をできる
だけ早く満たし、国家銀行の電子マネーやe-walletを使った電子決済の促進と
調和する制度、方針および行政法の改善に注力するよう要請

ベトナム情報
通信省
（Ministry of 

Information 

and 

Communicatio

ns）

https://engli

sh.mic.gov.

vn/Pages/Ti

nTuc/13925

2/PM-asks-

for-

improveme

nt-in-legal-

system-

amid-

Industry-

4.0.html

シンガ
ポール

7-A8 ASIA 

PACIFIC 

ACCREDIT

ATION 

COOPERA

TION 

(APAC) 

ANNUAL 

MEETINGS 

2019

6月 ASIA PACIFIC ACCREDITATION COOPERATION (APAC) 

ANNUAL MEETINGS 2019を開催（6月14日－22日@シンガポール）
 主催者：

• Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)

• Enterprise Singapore

• Singapore Accreditation Council

 スポンサー：
• UL International – Singapore Ptd Ltd

• Marchwood Laboratory Services Pte Ltd

• TÜV SÜD PSB Pte Ltd

• CAST Laboratories Pte Ltd

• SOCOTEC Certification Singapore

 開催場所：
• シンガポールMandarin Orchard Hotel

 実施内容：
• 認証に係る様々なワークショップや委員会、セミナーを開催
• 製品認証、オーガニック/ハラル認証、人員認証、サステナビリティ
認証に係るワーキンググループも開催

APAC https://apac

2019.com/

1013

【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(5/7)

第4次産業革命におけるベトナムの法制度に関するワークショップで、首相はデジタ
ル政府、デジタル行政、スマート都市システム構築を加速させる必要性を強調

共通テーマ別情報詳細

https://english.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/139252/PM-asks-for-improvement-in-legal-system-amid-Industry-4.0.html
https://apac2019.com/
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共通 シンガ
ポール

7-A9 第2回
Interpol-国
内法執行機
関、民間部
門及び学会
のための人
口知能に関
する
UNICRI

世界会議

6月 UNICRI（United Nations Interregional Crime and Justice 

Research Institute）、Centre for Artificial Intelligence and 

Robotics、INTERPOL（International Criminal Police 

Organization）は、法執行のための第2回人工知能に関する世界会議
（AI）を開催（7月3-4日＠シンガポール予定）
 当会議はセキュリティ及び政策に係る将来の課題について検討するInterpol 

World 2019の枠組みの中で開催され、異なるセッションにより構成される予定
 開催主導者：

• Carl Alexandre, Executive Director of Partnerships and Planning 

of INTERPOL

• Irakli Beridze, Head of the UNICRI Centre for Artificial 

Intelligence and Robotics

 参加予定者：
• 法執行機関、学界、民間部門、国連およびINTERPOL加盟国代表者

United Nations 

Interregional 

Crime and 

Justice 

Research 

Institute 

(UNICRI)

http://www.

unicri.it/new

s/article/UN

ICRI INTE

RPOL Artifi

cial Intellig

ence

ベト
ナム

7-A10 Secutech 

Vietnam 

2019、セ

キュリティ、
管理効率、
省エネル
ギーに焦点
を当てた新
しいスマート
ファクトリー
カンファレン
スを開催

6月20日 セキュリティ、管理効率、省エネルギーに焦点を当てた会議「Secutech 

Vietnam2019」を開催（8月14日-16日＠ベトナム サイゴン予定）
 Industry4.0、コネクテッドデバイスの自動化、IoT、人工知能、クラウドコンピュー
ティング等分野の発展を受け、講演者は、生産・エネルギー管理などのプロセス
を自動化するためのより効率的で費用対効果が高くなる方法を説明

 セキュリティ、防火、スマートビルディング部門の見本市として開催
（参考）2018年には、20の国と地域から13,800人以上のバイヤーと310の出展者が
集結

Sourcesecurit

y.com

https://www

sourcesecu

rity.com/ne

ws/secutec

h-vietnam-

2019-smart-

factory-

conference-

security-

manageme

nt-energy-

savings-co-

5478-ga-

co-

152766083

4-

ga.1561031

856.html
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(6/7)

UNICRI、 Centre for Artificial Intelligence and Robotics、INTERPOLは、
第2回法執行のための人工知能に関する世界会議を開催予定

共通テーマ別情報詳細

http://www.unicri.it/news/article/UNICRI_INTERPOL_Artificial_Intelligence
https://www.sourcesecurity.com/news/secutech-vietnam-2019-smart-factory-conference-security-management-energy-savings-co-5478-ga-co-1527660834-ga.1561031856.html
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共通 ASEAN 7-A11 スタンダード
グループの
第42回会合
を開く -

ACCSQ 

WG 1

6月27日 ASEANにおける規格と国際規格との調和促進のため、第42回ACCSQ 

WG 1を開催(6月25日～28日@ダナン)
 ACCSQ/WG1名称：

• Working Group on Standards and Mutual Recognition 

Arrangement (MRAS)

 出席者：
• アジア地域統合局（ISO / REI）、日本工業標準調査会（JISC）、ドイツ
物理工学研究所（PTB）、EU ASEAN地域統合プログラム（EU 

ARISE Plus）等国内標準化団体、国際標準化機構からの代表者
（計40名以上）

 ACCSQ/WG1を主催したベトナムSTAMEQのゼネラルディレクター見解：
• ASEANにおける規格と国際規格との調和を促進する上でのACCSQ 

WG 1は重要な役割を果たす
• 貿易に対する技術的障壁を最小限に抑え、貿易と商品およびサービ
スの流通を促進する必要性あり

Vietnam 

Quality

http://vietq.v

n/khai-mac-

hoi-nghi-

lan-thu-42-

nhom-tieu-

chuan---

accsq-wg-

1-

d160234.ht

ml
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(7/7)

ASEANにおける規格と国際規格との調和促進のため、第42回ACCSQ WG1を開催

共通テーマ別情報詳細

http://vietq.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-42-nhom-tieu-chuan---accsq-wg-1-d160234.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 国際 7-O1 世界環境
デーにおけ
るISO規格

6月4日 本年の世界環境デーのテーマが大気汚染であることに合わせ、ISOが大
気汚染に関わる規格について紹介
 空気の清浄化と汚染の軽減に関する規格をISOが多く策定しており、その一部に
ついて紹介

 TC146及びTC285による規格策定紹介
• ISO / TC 146（大気質）は大気汚染物質や排出物の測定、作業場の
空気、室内の空気等の分野を対象とし、170以上の規格を策定、37

規格を開発中
• ISO / TC 285（クリーンな調理用こんろとクリーンな調理の解決策）で
は、安全で効率的な調理ソリューションを市場に送出し、汚染ストーブ
によって引き起こされる死亡者数の減少を目指す

 その他規格策定紹介
• 電気自動車等、空気を浄化する新技術をサポートすることを目的とし
た規格策定

• ISO 20762（電気推進式路上走行車 - ハイブリッド電気自動車の推
進力の決定）

• ISO 23274（ハイブリッド式電気走行車 - 排ガスおよび燃料消費量の
測定）を策定

• 環境と私達が住んでいる世界を改善を目的とした、より包括的なレベ
ルの規格策定

• ISO 14001（環境管理システム）、 ISO 37101（コミュニティの持続可
能な発展－持続可能な発展のためのマネジメントシステム－要求事
項及び利用の手引き）

• ISO 14064（温室効果ガス(GHG)第三者検証）
＊世界環境デーは国連が制定し今年は6月5日に開催

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref239

7 html
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【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(1/5)

本年の世界環境デーのテーマが大気汚染であることに合わせ、ISOは大気汚染に
関わる規格（汚染物質の測定やクリーンエネルギー車分野等）について紹介

共通テーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2397.html
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 国際 7-O2 IoTの国際
標準づくり
国内ロボット
業界団体

6月15日 ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）は、IoTデータの記録方式や
通信規格等、IoT技術の国際規格の策定を決定（6月14日）

 背景：
• 近年、工場の生産設備の稼働データを収集・分析し、故障予知や歩
留まりの改善につなげるIoTの活用が広がる一方、データの記録方
式などは様々な規格が併存するため互換が難しく、技術革新に向け
た規格標準化が急務

 RRI概要：
• 2015年に発足した業界団体であり、三菱重工業やファナックなど約

500社・団体が参加
• 次世代生産技術の柱にIoTを据え、関連技術の普及や啓発活動を推
進

 今後の予定：
• IECやドイツ業界団体と連携し、IoTの国際標準づくりを主導予定

 大宮英明 RRI会長（三菱重工業前会長）発言要旨：
• 「標準化の行方は日本企業のビジネスに直接影響する。デジタル化
への対応など、今後の製造業の方針を反映することが重要」

日本経済新聞 https://r.nik

kei.com/art

icle/DGKK

ZO461413

90U9A610

C1TJ1000

?type=my

&s=1#AwA

UgjYwMT

U5NDgyO

Q
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【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(2/5)

ロボット革命イニシアティブ協議会（RRI）は、IoTデータの記録方式や通信規格等、
IoT技術の国際規格策定を決定

共通テーマ別情報詳細

https://r.nikkei.com/article/DGKKZO46141390U9A610C1TJ1000?type=my&s=1#AwAUgjYwMTU5NDgyOQ
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 国際 7-O3 世界的なイ
ンターネット
団体が
Nasscomと
IoTの世界
的な研究で
協働

6月18日 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

とインドのIT業界団体のNasscom (National Association of 

Software and Services Companies)は、IoTデバイスの規格を協働で
開発中
 現在は、製造業者又は供給業者が事業を閉鎖した状況においても、ドメインネー
ムシステム（DNS）を使用したIoTデバイスの更新がなされる仕組みを検討

 プロジェクトチーム編成
• ICANNの技術専門家
• NasscomのCentre of Excellene-IoTチーム
• Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad

• India’s Education and Research Network (ERNET)

 ICANN概要：
• 1998年に米国カリフォルニア州を本拠として設立された非営利組織
• ドメイン名やIPアドレス、AS番号、ポート番号等のインターネット上識
別子の割り振り、割り当ての調整、DNSルートネームサーバシステム
の運用および展開の調整、関連するポリシー策定の調整等を実施

Business 

Standard

https://ww

w.busines

s-

standard c

om/article/t

echnology/

nasscom-

and-

global-

internet-

body-join-

hands-for-

global-

research-

in-iot-

11906180

1176 1.ht

ml
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【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(3/5)

米国の非営利組織ICANNとインドIT業界団体Nasscomは、IoTデバイス規格の協働
での開発を推進

共通テーマ別情報詳細

https://www.business-standard.com/article/technology/nasscom-and-global-internet-body-join-hands-for-global-research-in-iot-119061801176_1.html
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共通 国際 7-O4 COPANTメ

ンバーが
ISO/CASC

Oプレナリー
に参加
ISO/CASC

Oに関する
COPANT

ワークショッ
プをナイロ
ビで開催

6月13日 ISO / CASCOにおいてCOPANTワークショップを開催
（4月28日＠ナイロビ）

 討議内容（抜粋）：
• CASCOの作業計画、関連するWGおよび政策文書へのアクセス方
法の説明

• 主要ワーキンググループの活動及びそれらの関連文書の状況につ
いての報告

• CASCOの規範的文書に関するCASCOロードマップおよび優先達成
計画概要の共有

• KSO 10（主要戦略目標）実施のための主要項目に関するCASCO 

Plenary提案についての議論
 出席国：

• アルゼンチン、バルバドス、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、
エクアドル、エルサルバドル、ハイチ、ジャマイカ、トリニダード＆トバ
ゴ、ウルグアイ、アメリカ（計14カ国）

The Pan 

American 

Standards 

Commission 

(COPANT)

https://ww

w.copant.o

rg/phocad

ownload/c

pnt pub 2

019/eng/2

019-06-

13%20-

%20Works

hop%20of

%20COPA

NT%20on

%20ISO-

CASCO%

20-

%20Nairo

bi.pdf
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【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(4/5)

ISO/CASCOでは、COPANTワークショップが開催され、北・中南・南アメリカより計14

か国の代表者が参加

共通テーマ別情報詳細

https://www.copant.org/phocadownload/cpnt_pub_2019/eng/2019-06-13%20-%20Workshop%20of%20COPANT%20on%20ISO-CASCO%20-%20Nairobi.pdf
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 国際 7-O5 ITUテレコム

ワールド
2019では

「共に革新：
接続性が
重要」を
検討

6月26日 ITUはITU Telecom World 2019を開催予定
（9月9日～12日@ブタペスト ハンガリー）
 「共に革新：接続性が重要」をテーマに、ハイテク業界や世界各国政府の意思決
定者が出席し展示会や議論、ネットワーキング、表彰等が行われる予定

 議論予定内容（抜粋）：
• 有意義で関連性のあるコネクティビティ提供の方法
• 技術、指針、戦略面においてスマート開発ソリューションを提供するこ
とが可能なイノベーション

• デジタルインクルージョンやハイパーコネクテッド社会で生活するリス
クの軽減することを目的とした、公共部門、国際機関及び業界団体の
連携方法

• AI使用とAI生成データの最適化・制御方法
 イベント内容（抜粋）：

• デジタル未来の価値と原則、スマートシティ、5Gテストベッド、規制
対話等のトピックに関する国際的な見解の提供と専門家による意見
交換

• 各国の政府関係者（政策・規制策定担当者）や、業界団体、国際機関、
学術機関、企業の標準化戦略担当者等50人以上の専門家による
講演

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

MA11 asp

x
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【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(5/5)

ITUは、「共に革新：接続性が重要」をテーマにしたデジタルやAI分野に係るITU

Telecom World 2019を開催

共通テーマ別情報詳細

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-MA11.aspx
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7月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1023

注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ

ｸﾞ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

✔ ✔ 英国 1-E1
住宅所有者は新グリーンモーゲージにより、金利、代金、
排出量を削減

Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ 英国 1-E2

英国の持続可能な金融のリーダーシップを確立するための取
り組みが、政府のグリーンファイナンス戦略の一環として勢い
を増す

British Standards Institution (BSI)

✔ 英国 1-E3 政府はグリーンファイナンス戦略を策定 Morning Star

✔ ドイツ 1-E4 独、グリーンボンド発行へ 欧州先行で需要、米続くか 日本経済新聞

✔ 欧州 1-E5
EU Banking Authorityは、ヨーロッパ全域のFinTech
銀行業および支払いライセンス制度について報告

JD Supra

✔ 米国 1-U1 米国議会はFacebookのLibraに対し、一時停止を要求 Cointelegraph

✔ 米国 1-U2 米国議会は欧州式ESG報告基準を拒否 Financial Times

✔ 中国 1-C1
金融国家規格「銀行業務アプリケーションシステムの
非機能要件」に対する意見を募集

全国金融標準化技術委員会

✔ 中国 1-C2
金融国際標準研究ワーキンググループが2019年の会議を開
催

全国金融標準化技術委員会

✔ 中国 1-C3
「インターバンク市場における取引後のデータ標準」に
ついての意見募集

全国金融標準化技術委員会

✔ 中国 1-C4 中国はクレジットベースの市場規制メカニズムを構築 xinhua 

✔ 中国 1-C5 中国政府、ブロックチェーン標準認証で世界をリード PR Newswire

✔ マレーシア 1-A1 ローカルのワクフがデジタル化に移行 New Straits Times

✔ ✔ ✔ インドネシア 1-A2 ACCSQフォーラムにおけるBSNの積極的な役割 インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ タイ 1-A3
タイ銀行は、セキュリティに関して懸念されているLibraに
関する議論を歓迎

Cointelegraph

✔ シンガポール 1-A4
シンガポールのバーチャルバンクが自家製AIが輝く機会を提
供

entreprenuer

✔ シンガポール 1-A5
TresconのWorld Blockchain Summitがシンガポールの
デジタル変革計画の主導権を握る

Yahoo Finance

✔ 国際 1-O1 暗号通貨業界に対するFATFの推奨事項：要旨と解釈 JD Supra

✔ 国際 1-O2
EP4  - プロジェクトファイナンスにおける環境と社会的責任の
ための新たな展望

JD Supra

1024

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(1/20)

テーマ別情報一覧
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(2/20)

テーマ別情報一覧

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ

ｸﾞ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

✔ ✔ ドイツ 2-E1
ENER Lot 10の標準化案 - 空調、空気熱源ヒートポンプ、快適
ファン

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 英国 2-E2
UL International（UK）Ltd.（NB 0843） - 医療機器が
ボディーケアを英国で中止

Underwriters Laboratories Inc. (UL)

✔ 欧州 2-E3 指令から規制への移行を支援する実装ツール
Alliance of European medical technology 

industry associations （MedTech Europe）

✔ 欧州 2-E4 MDR / IVDRの実施状況に関する業界の見通し
Alliance of European medical technology 

industry associations （MedTech Europe）

✔ 欧州 2-E5 EPSCO理事会会議
Alliance of European medical technology 

industry associations （MedTech Europe）

✔ 英国 2-E6 英国を医療技術の最前線に保つ
Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ 英国 2-E7 ISO 13485及び2020年5月のMDR認証期限の製品 British Standards Institution (BSI)

✔ 英国 2-E8 PRSBが新しい共有医療記録規格を発表 Digital Health

✔ 英国 2-E9
MHRAはEU MDRに従い、Clinical Investigation Guidance 
を改訂

Regulatory Affairs Professionals Society 

(RAPS)

✔ ✔ 欧州 2-E10 新欧州議会が始動 Europe’s Technology Industries (Orgalim )

✔ 欧州 2-E11
IMDRFは有害事象の用語に関連する附属書に関する
協議を開始

Regulatory Affairs Professionals Society 

(RAPS)

✔ 米国 2-U1
提案された外骨格ガイドは有用性及び使用性の評価を
助けることを目的としている

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ 米国 2-U2 IoTワークショップレポート 米国標準技術局 (NIST)

✔ 米国 2-U3
EHRで患者のプライバシーを保護するには、慎重な解決策が
必要

American Academy of Pediatrics（AAP）
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源
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プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(3/20)
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ
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✔ 米国 2-U4 ヘルスケア分野におけるAI進歩を支える標準規格 米国規格協会（ANSI）

✔ 米国 2-U5
FDAが医療機器の相互運用性、安全性保証の事例に
関する規格を承認

Regulatory Focus

✔ 米国 2-U6
アップル／グーグル／マイクロソフトが医療データ提供の
新しい規格を試行

Tech Crunch

✔ 米国 2-U7
DirectTrustアライアンスは、ヘルスケアのインスタント
メッセージングのための信頼できる規格を開発

Healthcare IT News

✔ 米国 2-U8
テック大手企業はFHIR相互互換性規格を支援することを
再確認

Health Data Management

✔ ✔ ✔ 中国 2-C1
全国電波干渉標準化技術委員会の第3セッションの最初の会
議

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 2-C2

「IoT Vital Signs Awareness Devicesの一般的な技術
要件」の発表に併せ、2つの国内標準会議および関連テスト
イベントを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C3
小さな町における環境変革と標準化実践事例のパノラマ
分析 - "Beautiful Cross Street"

中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ 中国 2-C4
電気電子製品における有害物質の使用制限のための
適合性評価システムの実施準備に関する発表会を実施

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C5
中国自動化社会人工知能技術と産業応用委員会の
キックオフ会議が北京で開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 2-C6

家庭用レンジフードの知的評価の標準化のための基準の勧誘
に関する中国国家標準化協会の通知
（コメント用ドラフト）

中国標準化協会（CAS）

✔ 中国 2-C7

ワイヤレス折りたたみ式手持ちドライ真空掃除機の技術
仕様に関する中国規格協会の規格の勧誘に関する中国
国家規格協会の通知（コメント用ドラフト）

中国標準化協会（CAS）
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✔ ✔ ✔ マレーシア 2-A1

Gobind通信マルチメディア大臣は、5Gは安全な場合に
のみ導入されるべきと言及、通信会社にネットワーク共有を要
求

The Star Online

✔ ✔ 国際 2-O1 ロボットが病院の虫を排除 - IERA Award 2019 International Federation of Robotics （IFR）

✔ 国際 2-O2
機能回復ロボットの安全性に関する国際標準が発行
されました

経済産業省

✔ ✔ 米国 3-U1 RAS最新技術委員会 - 自律システムの検証 IEEE Robotics&Automation Society

✔ ✔ 米国 3-U2 SAE International’s Innovations in Mobilityの登録受付中
Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ ✔ ✔ 米国
3-U3

IoTワークショップレポート 米国標準技術局 (NIST)

✔ ✔ ✔ 中国
3-C1 全国電波干渉標準化技術委員会の第3セッションの最初の会

議
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 3-C2
全国グリーンファクトリープロモーション連盟第1回評議会
第3回会議が開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 3-C3
全国グリーンファクトリープロモーション連盟会議および2019
年グリーンファクトリー創造フォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C4
中国初の産業用APPコンバージェンスプラットフォームが
正式に発表

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 3-C5
貴州省航空宇宙電気有限公司と技術サービスに関する
合意を締結

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C6 中国自動化社会人工知能技術と産業応用委員会の

キックオフ会議が北京で開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ タイ 3-A1
タイ工業規格局(TISI)局長が産業振興局が主催「タイ王国産業
博覧会2019」に出席

タイ工業規格局(TISI)

✔ ベトナム 3-A2 スマートプロダクション - ベトナム企業の新たな機会 ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

再掲

再掲

再掲
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✔ マレーシア 3-A3
世界銀行がテレコミュニケーション分野の向上における
マレーシアの取り組みを評価

malaymail

✔ ✔ インドネシア 3-A4
国家標準化庁 （BSN）とULがセキュリティ標準
ワークショップを開催

インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ ✔ ✔ インドネシア 3-A5
ACCSQフォーラムにおけるBSNの積極的な役割 インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ ✔ ✔ マレーシア
3-A6

Gobind通信マルチメディア大臣は、5Gは安全な場合に
のみ導入されるべきと言及、通信会社にネットワーク共有を要
求

The Star Online

✔ ✔ 国際
3-O1

ロボットが病院の虫を排除 - IERA Award 2019 International Federation of Robotics （IFR）

✔ ✔ 英国 4-E1 BSIは顧客のためにドローン技術を展開 British Standards Institution (BSI)

✔ 欧州 4-E2
電気自動車とハイブリッド自動車：脆弱な道路利用者を
保護するための騒音に関する新規則

European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs. 

Standardization mandates

✔ 欧州 4-E3
EASAは、電気及びハイブリッドVTOL機を認証するための特
別な条件を発表

Rotor & Wing International

✔ 欧州 4-E4 「つながる車」通信規格で５Ｇに道、ＥＵがＷｉＦｉ案否決 Reuters

✔ ✔ ドイツ 4-E5
充電式電気化学電池 - 低放出移動度とエネルギー貯蔵
のための重要技術

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 英国 4-E6
政府は自動車からの粒子状物質とマイクロプラスチック
汚染に焦点

Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ 英国 4-E7
世界初の全家庭に対する将来的な電気自動車充電
ポイントの設置

Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ 欧州 4-E8 ANEC 交通&モビリティWG meeting

European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization
（ANEC）

再掲

再掲

再掲
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✔ 英国 4-E9
BSIは、自動運転車両で英国のリーダーシップを加速するため
標準化プログラムを開始

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ドイツ 4-E10 ファクトチェック-Bidirectional Energy Flows
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.（VDE）

✔ ✔ ドイツ 4-E11
Bidirectional energy flows：モビリティ及びエネルギー分野に
おける柔軟性のある選択におけるファクトチェック

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 欧州 4-E12
ABBは電気バスとトラックの市場でのより高い相互運用性をサ
ポート

Voltimum

✔ ✔ 米国 4-U1
自動車ディーラーはコロラドが汚染の少ない自動車規格を採用
する動きと戦い続けることを誓う

The Colorado Sun

✔ ✔ 米国 4-U2 米24知事、トランプ政権の燃費規制緩和に対抗 日本経済新聞

✔ 米国 4-U3
米国の議員、ドローンリモートIDの遅延による不満を表明、「今
年の夏」と標準委員長が主張

drone life

✔ ✔ 米国
4-U4

RAS最新技術委員会 - 自律システムの検証 IEEE Robotics&Automation Society

✔ ✔ 米国
4-U5

SAE International’s Innovations in Mobilityの登録受付中
Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ 米国 4-U6

Iteris（ITI）はインテリジェント交通システム用の参照
アーキテクチャをサポートするため、FHWAからの追加
タスクオーダー資金により2.95百万ドルの資金を確保

Street Insider

✔ 米国 4-U7
Open Mobility Foundationが都市、ソフトウェア、規格に
ついて語っていること

Forbes

✔ 米国 4-U8
MOBIは、初のブロックチェーン対応のVehicle Identity（VID）
モビリティ標準を発表

Society of Automotive Engineers International 

(SAE)

✔ ✔ ✔ 米国 4-U9
インドでのUSTDA、ANSI＆CIIワークショップはクリーン
エネルギーを強調：データセンターとグリーンビルディング

米国規格協会（ANSI）

Construction Week Online

再掲

再掲
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✔ ✔ ✔ 米国 4-U10

米国 - インド間 SCCP IIが、スマートシティ支援のための
技術、標準、建築基準に関するワークショップを
ニューデリーにて開催

米国規格協会（ANSI）

✔ 米国 4-U11
2019 ANSI Unmanned Aircraft Systems Standardization 

Collaborative Meetingの登録開始
米国規格協会（ANSI）

✔ 中国 4-C1
Tian Shihong氏がフォルクスワーゲングループの取締役会会
長と会談

国家市场监督管理总局（SAMR）

✔ ✔ ✔ 中国 4-C2
ISOが新しい国際規格ISO 37122「持続可能な都市とコミュニ
ティ - スマートシティ指標」を発表

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
4-C3 小さな町における環境変革と標準化実践事例のパノラマ

分析 - "Beautiful Cross Street"
中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ 中国 4-C4
リチウム電池設備プロジェクトチームおよびローラー規格
編集グループメンバーの募集に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 4-C5
道路交通および景観照明施設のリチウム電池基準に
関する意見募集のお知らせ

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C6 Yu Kai中国自動車技術研究センター長がヨーロッパを訪問 中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ 中国
4-C7 貴州省航空宇宙電気有限公司と技術サービスに関する

合意を締結
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
4-C8 全国電波干渉標準化技術委員会の第3セッションの最初の会

議
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C9 Yu Kai中国自動車技術研究センター長が海南省を訪問 中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ 中国 4-C10
「省電力・新エネルギー自動車技術ロードマップ」パワーバッテ
リーパネル試験評価技術会議を開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C11 CCRT管理センターとSohu Autoは深い協力関係にある 中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C12
電気自動車パワーバッテリーワーキンググループにおける第2
セッション第13回ワーキングミーティングを開催

全国自動車標準化技術委員会

再掲

再掲
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✔ 中国 4-C13 ICV外国専門家諮問作業部会（FEAG）の第2回会合を開催 全国自動車標準化技術委員会

✔ ✔ 中国 4-C14
「ディーゼルエンジンオイル」に関する9つの必須国家標準化プ
ロジェクトに関する意見募集のお知らせ

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ 中国 4-C15
「カートラベルレコーダー」の国家規格に関する意見募集に関
するお知らせ

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ 中国 4-C16
乗用車の第5段階の燃料消費量に関する3つの国家規格につ
いてはレビューにおいて合意

全国自動車標準化技術委員会

✔ 中国 4-C17

Yu Kai中国自動車技術研究センター長が、Michele Ziosi

Case New Holland Industrial Groupの広報担当副社長の訪
問を歓迎

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C18
2019年の第2回中国自動車消費者試験研究センター（CCRT）
の評価結果が正式に発表

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C19
中国自動車工学会自動車試験技術支部の第3委員会の
第5分科会を開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C20
中国自動車工学会の自動車試験技術部門の第4回自動車試
験技術年次総会が開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C21
武漢市市場監督局が武漢開発区漢陽特殊目的自動車
研究所の試験認証課と意見交換

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C22
2019年のIntelligent＆Connected Vehicle分野における
標準化作業の優先順位

全国自動車標準化技術委員会

✔ 中国 4-C23
2019年の新エネルギー自動車分野における標準化作業の優
先事項

全国自動車標準化技術委員会

✔ 中国 4-C24
パワーバッテリーテストアライアンス2019年第2四半期技術会
議を開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C25 新エネルギー車の安全とリコールがテーマのサミットが開催 国家市场监督管理总局（SAMR）
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✔ 中国 4-C26
天津センターは自動車パッシブ安全性試験技術研究
プラットフォームのためのMPDBトレーニングを実施

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C27
コアテクノロジーがブランド価値をハイライト - 2019年中国自動
車技術開発国際フォーラムが開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ 中国 4-C28

武漢に集合した自動車産業とテュフラインランドが中国の
持続可能な産業発展を促進するための政策を専門的に
解釈

Business Wire

✔ 中国 4-C29 2019年主要自動車輸出市場政策および規則発表会を開催 中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ 中国 4-C30
自動車の受動的安全技術と規格に関する第8回国際
シンポジウムを南昌にて開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ 中国 4-C31

インテリジェントネットワークと新エネルギー自動車産業、
大学及び研究所との間の合弁事業の調印式を天津にて
開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ ✔ タイ 4-A1
タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）はマレーシアのMIGHTと

SIRIMとの関係を強化
タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）

✔ シンガポール 4-A2 チャンギ空港への侵入後全ドローンが強制登録 TODAY

✔ インドネシア 4-A3 スマートシティを国家規格開発の注力プログラムに インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ ✔ インドネシア
4-A4 国家標準化庁 （BSN）とULがセキュリティ標準

ワークショップを開催
インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ タイ 4-A5 タイは航空会社の規制効率化に向け移行 AIN Online

✔ タイ 4-A6 タイ工業規格局(TISI)の管理チームが陸運局を訪問 タイ工業規格局(TISI)

✔ マレーシア 4-A7 政府は全国の料金所でRFID料金徴収を実施 The Star Online

✔ ✔ ✔ インドネシア 4-A8
ACCSQフォーラムにおけるBSNの積極的な役割 インドネシア国家標準化庁 （BSN）

再掲

再掲
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✔ インドネシア 4-A9
鉄道業界を支援するBSN、RAMSについてのIEC規格を
採用

インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ ASEAN 4-A10 韓国が高度道路交通システム（ITS）をASEAN諸国に紹介 日曜ソウル新聞社

✔ インドネシア 4-A11
BSNの優れたプログラムの1つになるSNIスマートシティが
IISMEX 2019で紹介

インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ インドネシア 4-A12 2019年IISMEX 2日目にSNIスマートシティは関心を集める インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ インドネシア 4-A13
電気自動車技術が日産自動車アジア太平洋とBSNの意見交
換におけるトピックに

インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ インドネシア 4-A14
BSNにより策定されたSNIはスマートシティの実現を
サポート

インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ インドネシア 4-A15 政府は無人航空機の使用に関する規制ドラフトを起草 Antara News

✔ インドネシア 4-A16 BSNはインドネシアの電気自動車開発を支援 インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ インドネシア 4-A17
ジョコウィ大統領は今週電気自動車支援のための規則を
発行

The Jakarta Post

✔ ✔ インドネシア 4-A18
インドネシアは国内の輸送船に対しIMOの低硫黄燃料規制を
施行しない予定

Reuter

✔ インドネシア 4-A19 インドネシアによる電気自動車時代に入る準備 Antara News

✔ ✔ インドネシア 4-A20
インドネシア工業省が更生タイヤに関する国家規格（SNI）を策
定

インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ マレーシア 4-A21
ドローンパイロットのための認定レベルトレーニングを
間もなく開始

Citizen Journalist Malaysia

✔ ✔ ✔ マレーシア
4-A22

Gobind通信マルチメディア大臣は、5Gは安全な場合に
のみ導入されるべきと言及、通信会社にネットワーク共有を要
求

The Star Online
再掲
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✔ 国際 4-O1
NVIDIAは高度に接続された自動車両に関するヨーロッパの
ワーキンググループをリード

Green Car Congress

✔ 国際 4-O2 ASAM、CATARCと協力して中国市場への参入を計画
Association for Standardisation of Automation 

and Measuring Systems

(ASAM e.V.)

✔ ✔ 国際 4-O3 未来+持続可能性+交通= SEG 11
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際 4-O4 IECは電気スクーターのための統一規格を計画 electrive.com

✔ 国際 4-O5
トラック自動運転の新基準提案へ 経産省、隊列走行性能を評
価

上毛新聞

✔ ✔ ✔ 国際 4-O6 スマートシティに関する規格
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際 4-O7 規格がスマートシティを支援 IEC Blog

✔ 欧州 5-E1 洗剤規制のレビューは消費者と環境保護の改善を示す
European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs. 

Standardization mandates

✔ ✔ 英国
5-E2 政府は自動車からの粒子状物質とマイクロプラスチック

汚染に焦点
Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ 英国 5-E3
リサイクル性の最大化：UK PLASTICS PACTからの新しいガ
イダンス

Resource Media

✔ ✔ ドイツ 5-E4 燃料補給 Deutsches Institut für Normung (DIN)

✔ ✔ 欧州 5-E5 ECOS標準化トレーニングの日程確保を
European Environmental Citizens Organisation 

for Standardisation(ECOS)

✔ 米国 5-U1
知っていたか？
（固体バイオ燃料に関する規格について）

米国規格協会（ANSI）

✔ ✔ 米国 5-U2
知っていたか？
（温室効果ガスに関する認定プログラムについて）

米国規格協会（ANSI）
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✔ 米国 5-U3
EPAのチーフは、農場の上院議員との会談でバイオ燃料の放
棄を主張

Reuters

✔ 米国 5-U4 バイオ燃料産業は提案されたRFSレベルについて証言 Feedstuffs

✔ ✔ ✔ 米国
5-U5 インドでのUSTDA、ANSI＆CIIワークショップはクリーン

エネルギーを強調：データセンターとグリーンビルディング
米国規格協会（ANSI）

Construction Week Online

✔ ✔ ✔ 米国
5-U6

米国 - インド間 SCCP IIが、スマートシティ支援のための
技術、標準、建築基準に関するワークショップを
ニューデリーにて開催

米国規格協会（ANSI）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C1 小さな町における環境変革と標準化実践事例のパノラマ

分析 - "Beautiful Cross Street"
中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C2 ISOが新しい国際規格ISO 37122「持続可能な都市とコミュニ

ティ - スマートシティ指標」を発表
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
5-C3 全国グリーンファクトリープロモーション連盟第1回評議会

第3回会議が開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C4 全国グリーンファクトリープロモーション連盟会議および2019年

グリーンファクトリー創造フォーラムを開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 5-C5
水製品と水道の水利用効率に関する小委員会の全国節水標
準化技術委員会会議が北京で開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
5-C6 電気電子製品における有害物質の使用制限のための

適合性評価システムの実施準備に関する発表会を実施
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 5-C7
Saixi Certificationが「持続可能な開発サミットフォーラム」に参
加し、「グリーン製造サブフォーラム」セミナーを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ベトナム 5-A1 TPM - 無駄を減らし、生産効率を向上させるソリューション ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ ✔ ✔ タイ
5-A2 タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）はマレーシアのMIGHTと

SIRIMとの関係を強化
タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）再掲
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✔ ベトナム 5-A3
水の再利用に係る国家標準策定の決定4209 / QD-BKHCNを
発表

ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ ✔ ベトナム 5-A4
環境管理に係る国家標準策定の決定4211 / QD-BKHCNを発
表

ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ ✔ インドネシア
5-A5 インドネシアは国内の輸送船に対しIMOの低硫黄燃料規制を

施行しない予定
Reuter

✔ ✔ インドネシア
5-A6 インドネシア工業省が更生タイヤに関する国家規格（SNI）を策

定
インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ インドネシア 5-A7 政府は小規模農家のISPO認証取得費用を全額負担 The Jakarta Post

✔ ベトナム 5-A8 輸入スクラップの品質管理方法を変更 VINACONTROL Group Corporation

✔ ✔ 国際 5-O1 開発における都市のレジリエンスのための新しいISO規格
International Organization for Standardization 

(ISO)

✔ ✔ ✔ 国際
5-O2

IECは電気スクーターのための統一規格を計画 electrive.com

✔ 国際 5-O3
海中で自然分解の新プラ素材を国際標準化
政府、ＩＳＯ提案へ

産経新聞

✔ ✔ ✔ 国際
5-O4

スマートシティに関する規格
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 英国 6-E1 住宅所有者は新グリーンモーゲージにより、金利、代金、
排出量を削減

Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ ✔ ドイツ
6-E2 ENER Lot 10の標準化案 - 空調、空気熱源ヒートポンプ、快適

ファン
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 英国
6-E3

BSIは顧客のためにドローン技術を展開 British Standards Institution (BSI)

✔ ドイツ 6-E4 BMWiは、石炭排除法の枠組みと次のステップを制定
Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ドイツ 6-E5
Altmaier： "ドイツのエネルギー供給は高度な安全性を
維持”

Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.1037

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(14/20)

テーマ別情報一覧

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ

ｸﾞ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

✔ ✔ ドイツ
6-E6 充電式電気化学電池 - 低放出移動度とエネルギー貯蔵

のための重要技術
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 欧州
6-E7

新欧州議会が始動 Europe’s Technology Industries (Orgalim )

✔ 英国 6-E8
家庭のエネルギー改善のため低所得世帯は信頼できる
商人に保証されるべき

Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ 英国 6-E9
電力部門における炭素回収、利用および貯蔵（CCUS）の
ための市場ベースの枠組み

Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy (BEIS) 

✔ ✔ ドイツ
5-E10

燃料補給 Deutsches Institut für Normung (DIN)

✔ ✔ ドイツ
6-E11

ファクトチェック-Bidirectional Energy Flows
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.（VDE）

✔ ✔ ドイツ
6-E12 Bidirectional energy flows：モビリティ及びエネルギー分野に

おける柔軟性のある選択におけるファクトチェック
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ フランス 6-E13 第三令：エネルギー効率を向上させるAFNORエンジニア フランス規格協会（AFNOR）

✔ ✔ 欧州
6-E14 ABBは電気バスとトラックの市場でのより高い相互運用性をサ

ポート
Voltimum

✔ ✔ 欧州
6-E15

ECOS標準化トレーニングの日程確保を
European Environmental Citizens Organisation 

for Standardisation(ECOS)

✔ 欧州 6-E16 エコデザインとエネルギーラベルに関する会議 CENELEC

✔ 欧州 6-E17 ANECのEUSEW19への参加

European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization
（ANEC）

✔ 米国 6-U1
ULはTamaulipas Energy Commissionとメキシコエネルギー
省と共同で"Wind Atlas of the State of Tamaulipas"を開発

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
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✔ 米国 6-U2

ULとWintech Testing and Certificationが合同でBuilfing 

Envelop Communityに最高クラスの試験及び認証
サービスを提供

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 6-U3
ULは、屋内環境品質及び持続可能性サービスを提供する

Healthy Buildingsを買収
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ 米国
6-U4

IoTワークショップレポート 米国標準技術局 (NIST)

✔ ✔ 米国
6-U5 自動車ディーラーはコロラドが汚染の少ない自動車規格を採用

する動きと戦い続けることを誓う
The Colorado Sun

✔ ✔ 米国
6-U6

米24知事、トランプ政権の燃費規制緩和に対抗 日本経済新聞

✔ 米国 6-U7
ASTM Internationalは、Gulf Downstream Associationにメン
バーとして参加

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 6-U8 EPAは再生可能燃料基準のための量基準を発表 JD Supra

✔ 米国 6-U9
NARUC：FERCは、Order 841の発行において「権力の
権限」を侵害

Utility Dive

✔ ✔ 米国
6-U10 知っていたか？

（温室効果ガスに関する認定プログラムについて）
米国規格協会（ANSI）

✔ 米国 6-U11 オハイオ州のクリーンエネルギーにとっての後退 Windpower Engineering & Development

✔ 米国 6-U12
上院議員は2035年までに電気事業者に対し、エネルギーの

22％の節約を求める国家効率基準を提案
Utility Dive

✔ 米国 6-U13
コードと規格がアメリカのエネルギーインフラと建築環境をどの
ように保護するかが焦点のWorld Standards Day Hillイベント

米国規格協会（ANSI）

✔ 米国 6-U14
World Standards Day Hillイベントにおいてコードと規格の価
値を強調

米国規格協会（ANSI）

✔ ✔ ✔ 米国
6-U15 インドでのUSTDA、ANSI＆CIIワークショップはクリーン

エネルギーを強調：データセンターとグリーンビルディング
米国規格協会（ANSI）

Construction Week Online

再掲
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✔ ✔ ✔ 米国
6-U16

米国 - インド間 SCCP IIが、スマートシティ支援のための
技術、標準、建築基準に関するワークショップを
ニューデリーにて開催

米国規格協会（ANSI）

✔ 中国 6-C1
中国はクリーンエネルギーのための電池貯蔵技術を後押しす
る

Xinhua

✔ 中国 6-C2

オーストリアのウィーンで第4回国際標準化機構/
エネルギー管理・省エネルギー技術委員会（ISO / TC301）の
総会が開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C3
ISO国際規格「太陽熱集熱器分野 - 性能試験」が正式に
登録

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
6-C4 ISOが新しい国際規格ISO 37122「持続可能な都市とコミュニ

ティ - スマートシティ指標」を発表
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
6-C5 全国グリーンファクトリープロモーション連盟会議および2019年

グリーンファクトリー創造フォーラムを開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 6-C6

李克强国務院首相が、気候変動と省エネルギーおよび
排出削減に関するリーディンググループ会議の議長を
務める

中国人民政府

✔ 中国 6-C7
「ACファンのエネルギー効率限界値とエネルギー効率
定格」の第2回改訂会議を開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C8 リチウム電池設備プロジェクトチームおよびローラー規格

編集グループメンバーの募集に関するお知らせ
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C9 道路交通および景観照明施設のリチウム電池基準に

関する意見募集のお知らせ
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C10 「省電力・新エネルギー自動車技術ロードマップ」パワーバッテ

リーパネル試験評価技術会議を開催
中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ 中国
6-C11 「ディーゼルエンジンオイル」に関する9つの必須国家標準化プ

ロジェクトに関する意見募集のお知らせ
中国国家標準化管理委員会（SAC）
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✔ ✔ ✔ 中国
6-C12 中国自動化社会人工知能技術と産業応用委員会の

キックオフ会議が北京で開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C13 自動車の受動的安全技術と規格に関する第8回国際

シンポジウムを南昌にて開催
中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ 中国
6-C14

インテリジェントネットワークと新エネルギー自動車産業、
大学及び研究所との間の合弁事業の調印式を天津にて
開催

中国自動車技術研究センター(CARTAC)

✔ ✔ ✔ タイ
6-A1 タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）はマレーシアのMIGHTと

SIRIMとの関係を強化
タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）

✔ マレーシア 6-A2 迫り来る市場改革においてTNBに注目 The Star Online

✔ ✔ ベトナム
6-A3 環境管理に係る国家標準策定の決定4211 / QD-BKHCNを発

表
ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ インドネシア 6-A4 協会は石油、ガスデータへの無料アクセスを待つ The Jakarta Post

✔ ベトナム 6-A5 全国の屋上ソーラープログラムを開始 Nhan Dan

✔ インドネシア 6-A6
太陽エネルギー協会が政府の再生可能エネルギー政策を批
判

The Jakarta Post

✔ インドネシア 6-A7
国家標準化庁 （BSN）長官が2019年韓国エアロゾル会議で講
演

インドネシア国家標準化庁 （BSN）

✔ ✔ 国際
6-O1

開発における都市のレジリエンスのための新しいISO規格
International Organization for Standardization 

(ISO)

✔ ✔ 国際
6-O2

未来+持続可能性+交通= SEG 11
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際
6-O3

IECは電気スクーターのための統一規格を計画 electrive.com

✔ ✔ ✔ 国際
6-O4

スマートシティに関する規格
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際
6-O5

規格がスマートシティを支援 IEC Blog
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ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ

ｸﾞ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環
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✔ 国際 6-O6 規格が将来の熱波の軽減を支援 IEC Blog

✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 7-E1
VDE | DKE：ドイツと中国はデジタル変革におけるより
強力な協力に合意

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.（VDE）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E2 EUサイバーセキュリティ法
European Association for the Co-ordination of 

Consumer Representation in Standardization
（ANEC）

✔ ✔ ✔ ✔
英国
（米国）

7-E3
カリフォルニアと英国がモノのインターネット（IoT）デバイスのセ
キュリティをリード

JD Supra

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E4 日本との協力 CENELEC

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E5
DITSAG、デジタルとITに関する新戦略アドバイザリー
グループ

CENELEC

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E6 CEN及びCENELECは、SESEI IVを承認 CENELEC

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 7-E7 SESEC IV：標準化に関するEUと中国の関係の促進 CENELEC

✔ ✔ ✔ ✔
米国
（英国）

7-U1 カリフォルニアと英国がモノのインターネット（IoT）デバイスのセ
キュリティをリード

JD Supra

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U2 ISO、IEC、及びITUは、6月の取組み項目リストを発行 米国規格協会（ANSI）

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U3
NISTがAI標準開発への連邦関与のためのドラフトプランを発
表

米国標準技術局 (NIST)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U4
AI規格開発におけるNISTの連邦関与計画
草案への回答

米国規格協会（ANSI）

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U5
ANSIは米国のステークホルダーからISO Strategy 2030に関
する意見を募集

米国規格協会（ANSI）

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 7-U6

IEEEは、the International Roadmap for Devices and 

Systems (IRDS)を改訂、コンピュータおよびエレクトロニクス産
業成長の道筋を設定

IEEE

再掲
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C1
「ビッグデータに基づく知的リスクの防止および管理の
ための技術仕様」に対する意見を募集

全国金融標準化技術委員会

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C2
「中国標準2035」プロジェクトチームが調査のために遼寧省瀋
陽を訪問

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C3 第2回人工知能チップテスト技術会議を開催 中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C4 中国の5G展開：外国人投資家は何を期待すべきか China Briefing

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C5
2019年に全国情報技術標準化技術委員会の第2回理事会が
北京で開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C6
国家標準化委員会が第18回北東アジア標準化協力会議に参
加

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C7
Gao Jianzhong事務総長が第18回北東アジア標準化協力会
議に出席

中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C8
第23回中国国際ソフトウェア博覧会人工知能オープン
ソースソフトウェアサブフォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C9
市場監督総局が第83回国際電気標準会議（IEC）へ向けた準
備作業・特別記者会見を開催

国家市场监督管理总局（SAMR）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C10
ミャンマー教育省研究開発部国家標準品質局と国家標準化管
理部の標準分野における協力と交流

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C11
中国チームが第14回国際標準オリンピックで銀メダルを
獲得

中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C12
中国国家標準化機構は2019年のNQI特別プロジェクト
推進会議に参加

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C13
Tian Shihongが「China Standard 2035」プロジェクト
討論会に出席

国家市场监督管理总局（SAMR）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C14
中国電子技術標準化研究院（CESI）はHuaweiと協力しコン
ピューティングの新時代を構築

中国電子技術標準化研究院（CESI）
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 7-C15 2019年新世代情報技術業界標準化フォーラムを開催 中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ベトナム 7-A1
第51回ASEAN規格・品質諮問委員会（ACCSQ）及び
関連会議が開催

ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 7-A1
シンガポール標準化協議会は、標準開発のため、産業との協
力を強化し、新産業分野にフォーカス

シンガポール企業庁

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ インドネシア 7-A2
インドネシア情報通信省が、データ統治を審査するための独立
した組織を設立

Marketing

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O1
世界経済フォーラムはスマートシティ技術に関するG20の
世界標準を策定

Traffic Technology International

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O2 FacebookがEU-USデータ転送について法廷で尋問 BCC News

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O3
新しいISA Global Cybersecurity Allianceが教育、準備、知識
共有を加速

The International Society of Automation （ISA）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O4
ISAは世界的なサイバーセキュリティアライアンスの初期
設立メンバーを発表

The International Society of Automation （ISA）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O5
イノベーションマネジメントシステム規格で新しい未来を
構築

International Organization for Standardization 

(ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O6
デジタル技術の可能性を最大限に引き出すため、協調的かつ
革新的な規制への取り組みが必要

International Telecommunication Union (ITU)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O7
第18回北東アジア標準協力フォーラム
（NEAS フォーラム）

日本規格協会（JSA）

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O8
IECはInternational Smart City Standards Conference
に協賛

International Electrotechnical Commission (IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 7-O9
19th Global Symposium for Regulatorsは、規制の未来に焦
点

International Telecommunication Union (ITU)
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例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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英国
グリーン

ファイナンス
に係る政策・
規制動向
（抜粋）

英国政府は、持続可能なインフラプロジェクトの資金調達改善、産業発展支援のため、

金融関連企業・政府等による「Green Finance Initiative (GFI)」を発足（2016年1月）
 英米仏の金融機関大手、ロンドン証券取引所グループ、PwC、KPMG、国際資本市場協会（ICMA）等が
メンバーとして参加、イングランド銀行、英国政府省庁等がオブザーバーとして参加

Innovative UK/Research Councils/ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）は、炭素回収・
使用・貯蔵（CCUS）等の産業研究、イノベーションに約￡1億6,200万の投資を発表（2017年1月）
 取り組みの一環として、有望な技術の商業化を目指す企業や温室効果ガス削減に資するクリーン技術支援のための「Clean

Growth Fund」の設置、CCU実証プロジェクトの設計・構築への資金割り当て、CCUS国内外展開のためのイノベーション
プロジェクトへの助成金支援等を実施

英国政府は、GFI議長に対し独立的な立場としてのグリーンファイナンス係る提言の取り纏めを依頼、
検討組織としてグリーンファイナンス・タスクフォースを設置（2017年9月）

タスクフォースは、英国におけるグリーンファイナンス発展に向けた政府への提言レポート
「Accelerating Green Finance」を発表（2018年3月）
 グリーンファイナンスを金融サービスセクターの不可欠な要素とするため、政府と民間セクター間がどのように
連携するかについての一連の推奨事項を取り纏め

BEISは提言レポートの内容に基づく「グリーンファイナンス戦略」を発表（2019年7月2日）
 グリーンファイナンスを、環境問題対策、経済成長、英国企業競争力向上へメリットのあるものとし、
①投融資判断において気候変動等の環境要素を考慮する「Greening Finance」、②環境影響の大きい領域
に積極融資する「Financing Green」、③英国をグリーンファイナンスでの世界の中心とし、国内外の新規需要を
とりにいく「Capturing the Opportunity」の3つを柱として提示

 2022年迄に全英国上場企業と主要アセットオーナーは気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
ガイドラインに基づく情報開示を行うことが期待され、 2020年末迄に情報開示の進捗状況をレビュー予定

グリーンファイナンス戦略の実施支援に向けた官民連携の主要フォーラムとして、
Green Finance Institute （GFI）を始動 （2019年7月2日）
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英国におけるグリーンファイナンス分野における政策・標準化動向 （参照番号：1-E2, 3）

英国のグリーンファイナンスにおける国際主導を目指すGreen Finance Initiative (GFI)

は政府へ提言、当提言を受け政府はグリーンファイナンス戦略を発行（2019年7月）

出所：UK政府 HP、報道プレス等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-E2, 3

次頁詳述

次頁詳述
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英Green Finance Initiative (GFI) の活動概要 （参照番号：1-E2, 3）

（参考）GFIは金融・監査機関や政府機関より構成され、2018年3月にロンドンを世界の
グリーンファイナンスのハブとする政府への提言「Accelerating Green Finance」を発行

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-E2, 3

組織構成

活動内容

英政府からの提言取り纏めの要望（2017年9月）を受け、ロンドンを世界のグリーンファイナンスの中心にするための英政府へ
の提言レポート「Accelerating Green Finance」を発表（2018年3月）

【背景】
 英政府がGFI議長に対し、英政府とは独立的な立場からグリーンファイナンスに関する提言の取り纏めを依頼。
タスクフォースによる金融機関やエネルギー事業者140社へのヒアリングを通じ、英政府への提言を取り纏め

【提言要旨】
 ワンストップで国際交渉やグリーン・フィンテック、データサイエンスまでを実施するための機関「グリーンファイナンス・
インスティテュート（Green Finance Instittute）」の新設を提言

 新環境技術への投資拡大、グリーン融資商品の需要と供給双方の促進、英全土への再生可能エネルギー開発特区の
設置、データを用いた気候関連リスク管理の向上、洪水対策投資等を行うためグリーンボンド国債の発行等を提言

 将来の方向性として、グリーン有価証券発行に対するインセンティブ付与、気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）ガイドラインのサステナビリティ領域全体への拡大適用、長期投資促進のため非流動的アセットクラスへの投
資配分増加、サステナブル投資の障壁への対処、銀行や保険会社の健全性チェックにおける環境配慮資産がもたらす
便益の明確化等を提言

元City of London Corporationのロジャー・ギフォード氏を委員長とし、金融・監査・法律機関/企業等がメンバーとして参画、
イングランド銀行や政府機関等がオブザーバーとして参加

【Board】
 Sir. Roger Gifford （Chairman of the GFI, City of London Corporation）
 Catherine McGuinness （Policy Chair, City of London Corporation）
 Alison Gowman （Deputy Chairman of the GFI, City of London Corporation）
【Members】

【Observers】

出所：UK政府 HP、GFI HP、報道プレス等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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BSIによるグリーンファイナンス関連の標準化活動概要 （参照番号：1-A2, 3）

（参考）BSIは、政府及び産業界の支援によりSustainable Finance Standardization 

Programmeを実行しており、関連PASの策定・計画を推進中

出所：BSI HP、英国政府HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-E2, 3

Sustainable

Finance

Standardization

Programme

の実施

BSIは、ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）及びGreen Finance Initiative

の支援を受け、Sustainable Financeをテーマとし規格策定にフォーカスした5年間
のイニシアティブ「Sustainable Finance Standardization Programme」を設置
 当プログラムでは、金融セクター関連組織がSDGsと連携し、サステナブルな財務慣行、行動、思考、
製品及びサービスのより幅広い普及を推進

 当プログラムの監督と戦略的方向性提供のため、業界専門家により構成される戦略諮問グループ
（Strategic Advisory Group）を設置

 議長：Peter Young氏（Green Purposes Company会長）

 プログラムの主要作業として、①PASの開発、②ISO/TC322事務局としての役割引き受け、を提示（以下、取り組み抜粋）

1

2

ISO/TC322 Sustainable Financeでの作業への情報提供として貢献が期待される3規格を策定・検討

 【策定中】PAS7340 Framework for embedding the principles of sustainable finance in financial 

services organizations – Guide

 組織内で持続可能な金融を実現するための原則とアプローチの実施に関するフレームワークを設定し、
ガイダンスを提供（8月6日まで4週間のパブコメを受付中）

 【策定中】PAS 7341Responsible and sustainable investment management – Specification

 ESGと持続可能性に関する考慮事項を投資管理に統合するプロセスを確立、実装、管理するための一連
の要件を規定

 【計画中】PAS7341 Product Fund

 持続可能な金融商品および資金に関する規格として提案されており、現在計画段階

PASの
策定

ISO/TC

322の
事務局
主導

持続可能性に関する考慮事項とESG慣行を機関投資の意思決定及び広範な財務管理に統合するため、
BSIより新規技術委員会を提案し、 ISO/TC322 Sustainable Financeを設置

 現在BSIが当TCの事務局を担当

 当ISO/TCに対応する国内審議委員会を設立（「SES/1/-/1 - Environmental and Sustainable Finance」）
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テーマ別情報一覧

7月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 共通

テーマ別情報詳細
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：EU医療機器規則（MDR） （参照番号：2-E3, 5）

2020年5月より既存のEU医療機器指令（MDD）がEU医療機器規則（MDR）に移行。
医療機器のスコープ・分類、それに基づく適合性評価プロセスが更新されている

1050

Regulations
（規制）

ヘルスケア 5月・6月次レポート再掲

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当該規則（Regulation）に対応する整合規格（Harmonized Standard）の動向は、引き続きM/403（e-Healthに係る

マンデート）やCEN（CEN/TC 251 ‘Health informatics）における規格策定動向、MDCGの活動等をウォッチする必要あり

 第2章（第5条～24条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章）等が定められ、各クラス分類に基づく適合性評価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、M/403（Standardization mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI in the field of 

Information and Communication Technologies, applied to the domain of eHealth）等により関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・
整合規格の調整等がなされる予定

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、認証機関・当局
による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 医療機器指令（MDD： 93/42/EEC）、能動埋め込み医療機器指令（AIMDD：90/385/EEC）に代わる法令として発行（移行期間：3年、適用：2020年5月）

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR), 

amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing 

Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

ス
コ
ー
プ

 幅広い医療機器（器具、機械、用具、インプラント、試薬、ソフトウェア、材料又はその他品目）を対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、適用に必要なソフトウェアを含む製造者が人体への使用を意図した製品が対象
 疾病の診断、予防、監視、治療、緩和のほか、予測、予後診断、病的状態の検査・代替・改善、インビトロ検査からの情報提供、医療機器の洗浄・
消毒・滅菌機器等を含む※1

今月のピックアップ

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外

参照番号：2-E3, 5



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：EU体外診断用医療機器規則（IVDR）（参照番号：2-E3, 5）

2022年5月より既存のEU体外診断用医療機器指令（IVD）が体外診断用医療機器規
則（IVDR）に移行。各分類に基づく適合性評価プロセスについて確認・対応の必要あり

1051

Regulations
（規制）

ヘルスケア

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当該規則（Regulation）に対応する整合規格（Harmonized Standard）の動向は、引き続きM/403（e-Healthに係る

マンデート）やCEN（CEN/TC 251 ‘Health informatics）における規格策定動向、MDCGの活動等をウォッチする必要あり

 第2章（第5条～21条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章：第47条～55条）等が定められ、各クラス分類に基づき適切な適合性評
価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、マンデートや通知（Notification）等に基づき関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・
整合規格の調整等がなされる予定

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、対外診断用（イン
ビトロ）医療機器についての認証機関・当局による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 現行のIVD指令 IVD Directive (98/79/EC)に代わる法令として発行（移行期間：5年、適用：2022年5月）

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic 

medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU

ス
コ
ー
プ

 試薬、試薬製品、キャリブレータ、対照物質、キット、器具、装置、機器、ソフトウェア或いはシステムを対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、血液や移植用組織を含めた人体に由来する試料のインビトロでの検査に用いることを製造業者が意図した任意の
医療機器が対象

 体外診断調査での使用を特に意図していない、一般的な試験室での使用や研究用のためのみの製品は除外

今月のピックアップ

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外

参照番号：2-E3, 5
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EUにおける直近のヘルスケア関連規制の策定動向（1/2） （参照番号：2-E3）

MDR及びIVDR施行に向け、専門家による構成されるMedical Device 

Coordination Group (MDCG)は、2つのガイダンス文書を発行（2019年7月）

1052

ヘルスケア 参照番号：2-E3

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

 MDR及びIVDR第15条「Person responsible for regulatory compliance」において、製造業

者に対し組織内に医療機器分野に係る必要な専門知識を有する「規制遵守の責任者
（PRRC）」を最低1名設置することを規定

 本文書は、当条項に関しての規定内容や定義に係る具体内容を解説（以下、抜粋）

 「組織内」のPRRCとみなされるには、当該組織の従業員である必要あり

 PRRCの資格の明確化のため、EU域外で取得した（大学証書等）資格は、EU加盟国によりEUの
対応する資格と同等と認識される必要あり

 親会社の下に複数の製造業者を有する組織では、各製造業者が夫々PRRCを配属する必要あり

 PRRCの役割と責任の解釈は、MDR及びIVDRの第10条（General obligations of 

manufacturers）に規定される製造業者の役割と責任と相互参照されるべき

 MDR第18条「Implant card and information to be supplied to the patient with an 

implanted device」において、埋込医療機器の製造業者は、機器と共に、

①デバイス名、シリアル名、モデル等のデバイス識別に係る情報、患者に提供される埋込
カード（Implanted card: IC）及び情報

②外部影響等に関し、患者・医療専門家が講じる、注意事項や措置

③デバイスの寿命・フォローアップに関する情報

④その他安全使用のための情報を提供することを規定

 本ガイダンスは、ICにおいて提供されるべき具体な情報や内容について提供

 IC設計に関する法的考慮、製造業者がICに提供すべき情報/医療機関により追加すべき情報、
使用言語に関する要件等を規定する他、リーフレットの作成・使用を推奨

文書概要

MDCG 2019-7

Guidance on Article 15 of the 

Medical Device Regulation 

(MDR) and in vitro Diagnostic 

Device Regulation (IVDR) 

regarding a “person 

responsible for regulatory 

compliance” (PRRC)
（7月1日発行）

Medical Devices：
Guidance Document Implant 

Card guidance document 

relating to the application of 

Article 18 Regulation (EU) 

2017/745 of the European 

Parliament and of the Council 

of 5 April 2017 on medical 

devices
（7月1日発行）

正式名称

注：上記文書はMDCGにより承認された文書ではあるが、欧州委員会（EC）としての文書ではなく、ECの見解等を反映したものではないことに留意

1

2

次頁事例掲載
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EUにおける直近のヘルスケア関連規制の策定動向（2/2） （参照番号：2-E3）

（参考）MDCG発行の文書では、MDRに規定されるImplanted Card（IC）や
リーフレットの作成・記載例を掲載

1053

ヘルスケア

出所：ガイダンス文書、EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

Implanted Card（IC）：基本タイプ Implanted Card（IC）：折りたたみタイプ

リーフレット：ステッカータイプ

表（左）
裏（右）

前述の「Medical Devices：Guidance Document Implant Card guidance document relating to the application of Article 18 Regulation 

(EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices」においてICデザインを記載（以下、デザイン例抜粋）

参照番号：2-E3
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MDCGによるMDR・IVDR施行に向けた整合規格の検討 （参照番号：2-E3）

（参考）Medical Device Coordination Group (MDCG)は、EU域内におけるMDR

及びIVDR施行に際しての調和を図るために形成される専門家グループである

1054

ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

管
轄

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs: GROW）
 関連DG：JRC（Joint Research Centre）及びSANTE（DG Health and Food Safety）

 欧州委員会（EC）に助言を提供し、ECと加盟国がMDR（2017/745）およびIVDR（2017/746）の調和された実施を確保することを支援
 既存のEU法令、プログラム及び政策の実施に関してECを支援し、そのための加盟国との調整、意見交換を実施

名
称

 Medical Device Coordination Group（MDCG）

組
織
構
成

 複数のサブグループより構成され、整合規格の検討等は、「Working Group on Standards」が担当

MDCG

Notified Bodies Oversight（NBO）

Standards

Clinical Investigation and Evaluation （CIE）

Post-Market Surveillance and Vigilance （PMSV）

Market Surveillance

Borderline and Classification （B&C）

New Technologies

Unique Device Identification （UDI）

International Matters

In-vitro Diagnostic Medical Devices （IVD）

Annex XVI

【加盟国当局（メンバー参加）】
（英国、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、ルーマニア、ポ
ルトガル、ポーランド、オランダ、ルクセンブルク、リトアニア、アイルランド、
ハンガリー、ギリシャ、ドイツ、フランス、フィンランド、エストニア、チェコ、キ
プロス、クロアチア、ベルギー、オーストリア）

【その他公的機関（オブザーバー参加）】
Medicines and Medical Devices Agency（トルコ）
Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products（スイス）

【関連組織（オブザーバー参加）】
Association of the European Self-Medication Industry (AESGP)、
Biomedical Alliance in Europe (the BioMed Alliance)、European 

Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and 

healthcare IT Industry (COCIR)、MedTech Europe (MTE)、Small 

Business Standards (SBS)、CENELEC等 計17団体

サブグループ
Working Group on Standards構成

参照番号：2-E3
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中国は、環境と経済成長の両立を目指すグリーン発展を国家計画に据え、グリーン製造に係る通達等を発行
 中国共産党第18期中央委員会第5回全体会議にて「革新・協調・グリーン・開放・共有」の5つの発展理念を発表（2015年）

 国家第13次5カ年計画（2016年～2020年）においてグリーン発展を国家発展における理念・方式とすることを明確に提示
 国務院「エコ文明建設推進の加速に関する意見」にも、従来の新型工業化、情報化、都市化、農業近代化の「4化」に
「グリーン化（環境配慮型）」の概念を加えた「新5化」を提示

 「中国製造2025」では、「グリーン発展」を5方針の1つとして、「グリーン製造」を重点実施の5大プロジェクトの1つとして提示
 グリーン製造・グリーンファクトリーに係る目標達成のため、ガイドラインや通達を相次ぎ発表（以下、主な実施例）

• 「グリーン製造プロジェクト実施ガイド（2016年～2020年）」（2016年9月）

• 「グリーン製造体系構築・実施に関する通達（工信庁節函〔2016〕586号）」（2016年9月）

• 「グリーンファクトリー評価通則（GB/T 36132-2018）」（中国工業情報化部発行。2018年5月公布、同年12月施行）

 工業情報化部（工业和信息化部）主導で全国グリーンファクトリー推進連盟（全国绿色工厂推进联盟）を設立（2017年9月）

背景

1056

中国によるスマートマニュファクチャリング分野における政策・標準化動向 （参照番号：3-C2, 3）

中国はグリーン化を国家発展理念の1つとし、グリーン製造/工場に係る施策・法令を
複数打ち出しており、直近では全国グリーンファクトリー推進連盟が検討会議を開催

出所：中国政府機関HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-C2, 3今月のピックアップ

全国グリーンファクトリー推進連盟がグリーン製造・「14次5年計画」等開発戦略も見据えた2つの会議を開催

直近（7月）

の政策・
標準化
活動動向

1

2

 会議出席者
 工業情報化部省エネルギー総合利用部、中国鉄鋼協会、中国石油化学工業連盟、中国建材連盟、
中国電子省エネルギー技術連盟、中国機械生産性向上センター等17の統括部署代表

 討議内容
 グリーンファクトリーの推進・作業状況の報告、「14次5年計画」の開発戦略に係る研究推進等を確認
 ①グリーンファクトリーの戦略的計画重視、②主要なグリーンテクノロジー革新強化、
③グリーンファクトリーの標準システム改善、④グリーンファクトリー関連の管理メカニズムに関する
研究促進、⑤グリーンファクトリー方針基準の推進強化、等観点よりグリーンファクトリー創造の発展・推進を提案

第1回評議
会第3回
会議

（7月8日）

連盟会議

及びｸﾞﾘｰﾝ
ﾌｧｸﾄﾘｰ

創造ﾌｫｰﾗﾑ
（7月30日）

 会議・フォーラム出席者
 各作業部会の代表者・関連者（詳細情報の公開なし）

 討議内容
 グリーンファクトリー創設作業フェーズの概要と次作業計画、専門家による基調講演、グリーンファクトリー事例紹介、
第三者評価機関による評価照明、典型的な産業におけるグリーンファクトリー創設に関する報告、企業のグリーン製造
技術に関する経験の共有 等

写真：全国グリーンファクトリー
推進同盟第1回評議会第3回

会議開催委の様子

画像の出所：CESI（http://www.cesi.cn/201907/5280.html ）

http://www.cesi.cn/201907/5280.html
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EUにおけるモビリティ通信規格に係る標準化動向 （参照番号：4-E4）

EU各国（21か国）は、コネクテッドカーの通信規格に関し、欧州委員会（EC）が推進
するWi-FiベースのITS-G5案を否決

出所：EC、5GAA HP、各種報道記事等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：4-E4モビリティ今月のピックアップ

EUでは、Wi-Fi／5Gベースのどちらの技術がより優位で安全かを巡り、自動車・ハイテク関連企業の見解が
分裂。欧州委員会（EC）による既存のWi-FiベースITS-G5支持案に対し、業界団体やロビイング団体が反対

背景

直近の
標準化・
規制動向
（2019年～）

Wi-Fi支持派 5G支持派VS

Volkswagen、Renault、Toyota、NXP、Autotalks、Kapsch 

TrafficCom等企業が支持
BMW、Qualcomm、Daimler、Ford、PSA Group、Deutsche 

Telekom、Ericsson、Huawei、Intel、Samsung等企業が支持

5Gと異なり、Wi-Fiベースの技術は既に利用が可能
であり、道路安全に資するため採択を検討すべき
（EC見解）

• 技術の中立性は重要。5GはC-ITS（高度道路交通
システム）とV2X（Vehicle-to-everything）の提供を
可能にするための究極のプラットフォームとなる
（5GAA（＊5G促進の業界団体）見解）

• 5Gにより、自動車業界は道路上のユーザーやドライ
バーを守る技術を自由に選択することが可能
（ETNO（＊通信ロビインググループ）見解）

 欧州委員会（EC）は、コネクテッドカー及び自律走行車（CAV）の優先通信技術規格に関する委任規則
（C(2019) 1789 final）を承認・発行し、既存のWi-FiベースのITS-5Gを支持（2019年3月13日）

 欧州議会下のEuropean Parliament Committee on Transport and Tourism（TRAN）は、上記委任規則案を拒否
（2019年4月）

 EU代表者会議においてドイツ・フランス・イタリア等EU21か国がECの規制案に反対票を投じ、否決（2019年7月）
 5Gに軍配が上がり、今後の実現への道を開くことに
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中国CATRCによる次世代自動車分野における標準化活動動向 （参照番号：4-C22, 23）

中CATARC（全国自動車標準化技術委員会）は、ICV及び新エネルギー自動車分野
における標準化の優先事項をそれぞれ発表

出所：CATARC HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

モビリティ今月のピックアップ 参照番号：4-C22, 23

Priorities of Standardization Work in 

Intelligent & Connected &Vehicle Field in 2019

Priorities of Standardization Work in 

New Energy Vehicle Field in 2019

ICV 新エネ

標準システム
構築ガイド

ラインの実施、
標準システム
の改善

関連技術分野
の体系的考察
に基づく

主要規格の
改訂・開発の

加速

国際的調和
活動における
責任引受け、
標準化活動に
おける交換・
協力の強化

標準システム
の最適化、

標準イノベー
ションの促進

産業発展の
ニーズを

満たすための
重要分野の
研究実施

国際的参加、

国際的影響力
を強化

• 「全国自動車ネットワーク業界標準システム（ICV）構築のための
ガイド」を施行し、業界が必要とする規格開発を加速

• 標準システムの継続的な最適化、優先順位の調整を図るため、
標準システム構築作業の実施状況、問題等を適時取り纏め

• 道路インフラの発展、自動車通信アプリケーション規格の研究開
発推進共に、C-V2X標準協力フレームワーク協定を効果的に実施

• 「新エネルギー自動車産業開発計画（2021-35）」の確立を図るべく、
NEV標準システムの継続的な最適化を図る

• 適時性、科学性、安全性担保のため、“中国電気自動車標準化
作業ロードマップ”の適切かつタイムリーな改訂を図る

• 「電気自動車の安全性」：バッテリー等の安全規格の発行、特に3

件の強制国家規格（「電気自動車安全要件」、「電気自動車のパ
ワーバッテリー安全要件」、「電気バス安全要件」）を発行・実施

• 「電気自動車のエネルギー消費量」：国家燃費基準（NP5）に基づく、
標準・試験方法検討を推進

• 「燃料電池電気自動車」：燃料電池電気自動車の型式承認試験に
係る規格、水素システムに係る規格策定・改訂等を推進

• 「充電設備と水素化システム」：導電性車載充電器、充電結合シス
テムの電磁適合性の為の技術レビュー完成、無線充電システム・
相互運用性の構築、車両導電性放電の為の標準化等を開始

• 「パワーバッテリーのリサイクル」：パワーバッテリー材料のリサイク
ル、包装・輸送の仕様、分解の要件、カスケード利用の要件につい
て検討

• 「国連枠組み」：グローバル技術規制（GTR）の策定への積極参加。
UN/ ECE / WP.29下の電気自動車の安全性（EVS）、電気自動車
及び環境（EVE）、水素燃料電池自動車（HFCV）に関するWGの
副会長としての役割を果たす

• 「国際標準化機関」：ISO及びIECの枠組みにおいて、電気自動車
の国際規格の開発及び調整のため積極的且つ体系的に参加

• 「国際協力」：中国 - EU、中国 - ドイツ、中国 - フランス、中国 –

日本などの二国間協力、APECや “Belt and Road”などの多国間
プラットフォームを活用し、主要分野での交流・協力を強化

Ⅰ

• 先進運転支援システム（ADAS）規格の開発を着実に推進し、
自動緊急ブレーキ（AEB）、電子安定性制御システム（ESC）関連
規格の策定を完了

• 全方位的にAD関連規格の開発を開始し、オートメーショングレー
ディング推進に係る基本的な規格の策定を完了

• 自動車の情報安全規格の策定を推進し、自動車情報の安全性に
係る一般的技術、車載ゲートウェイ、情報対話システム、電気自動
車の遠隔管理、電気自動車の充電等に関する基本的規格の開発
を完了

• ICV無線通信、情報相互作用システム等の自動車ネットワーキン
グに関連する規格の策定を調整

• 「国連枠組み」：UN/ ECE / WP.29 / GRVA副委員長としての役割
を効果的に実施

• 「国際標準化機関」：ISO / TC22での規格策定動向を把握し、自動
運転タスクフォース（ADAG）のプロジェクト計画に積極的に参加。
SC33 / WG9（自動運転テストシナリオWG）のコンビーナーとして
の役割を担当

• 「国際協力」：EU・ドイツ・フランス・日本等との交流・協力を統合し、
一帯一路に基づく交流・協力のメカニズムを確立

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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国際社会（日本）における資源循環分野に係る標準化動向 （参照番号：5-O3）

日本では、海洋生分解性プラスチックに関するISO規格の来年初頭の提案を目指し、
国内検討委員会を設置

出所：日本政府HP、ISO HP, 報道記事等各種公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ 資源循環 参照番号：5-O3

海洋生分解性プラスチックに関する信頼性向上、需要
開拓を目的とし、ISO提案を目指した委員会を設置

国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

G20 大阪サミットにおいて「大阪ブルー・オーシャン・
ビジョン」を共有（2019年＠日本）
 2050年迄に海洋廃プラよる追加的汚染ゼロを目指す

 官民一体施策として、「海洋生分解性プラスチック
開発・導入普及ロードマップ」も策定

主
導
機
関

検
討
事
項

（抜
粋
）

2020年代初頭のISO等への国際標準の提案を目指し
①活動計画の作成
②既存・新規提案される関連規格の最新状況の把握
③新たな簡便で信頼性の高い評価法を比較・検討
④国内の試験機関等の状況の調査
を主要検討事項として提示

既に欧州により先行している海洋プラスチック関連規格の動向を把握しつつ、
日本企業の技術水準を考慮し、差別化が図れるような規格の検討・開発が必要となる可能性

（参考）国際標準化活動・政策との関係性

G7シャルルボワ・サミットにて、英・仏・独・伊・加・EU

は、「海洋プラスチック憲章」に署名（2018年＠カナダ）
 同サミットにて「健康な海洋、海、レジリエントな沿岸地域
社会のためのシャルルボワ・ブループリント」を採択

 日・米は、当憲章に署名せず

プラスチックの生分解性の試験方法等に関するISO

規格をドイツやイタリアの提案により策定中

国際
政策動向

国際規格
策定動向

海洋生分解性プラスチックの標準化に係る検討
委員会（2019年7月設置）
科学的根拠に基づく共通の技術評価手法の検討・協議を
目的とし、産学官により構成（以下、主要委員抜粋）
 【企業】 株式会社カネカ、島津製作所、三菱ケミカル
ホールディングス株式会社

 【業界団体】 日本プラスチック工業連盟、日本バイオ
プラスチック協会

 【研究機関】 産業技術総合研究所、新エネルギー・
産業技術総合開発機構、製品評価技術基盤機構、
理化学研究所

 【政府】 経産省、文科省、農水省、水産庁、環境省

同憲章に基づき、EUでは規制強化が示唆されており、規制
には上記策定中ISO規格の紐づけ等がなされる可能性高

主
導
機
関

ISO/TC 61/SC14 Environmental Aspects
 幹事国：ドイツ（DIN）

策
定
規
格
（抜
粋
）

ドイツ・イタリア等より提案された規格を検討中
（2020年頃の発行を予定。以下抜粋）
 ISO/DIS 22766 

Plastics - Determination of the degree of disintegration 
of plastic materials in marine habitats under real field 
conditions （ドイツ提案）

 ISO/DIS 22403 
Plastics -Assessment of the inherent aerobic 
biodegradability and environmental safety of non-floating 
materials exposed to marine inocula under laboratory 
and mesophilic conditions -- Test methods and 
requirements（イタリア提案）
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ドイツ
脱石炭化
に係る政策・
規制動向
（抜粋）

ドイツ政府は、パリ協定で要求される気候変動長期戦略の策定を満たすため、
「気候行動計画2050（Der Klimaschutzplan 2050）」を策定（2016年11月）
 ドイツの温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比40％、2030年までに1990年比55％削減することを提示

 ドイツにおける石炭・褐炭発電は、総発電量の35.3％（石炭12.8％、褐炭22.5％:2018年）と、（英・仏等）他国
と比較し依存度が高く、石炭火力発電の削減・全廃の必要性高

計画に係る施策検討の為の組織設置をCDU・CSU・SPD連立協定にて表明（2018年3月）、
連邦政府の諮問委員会「成長・構造改革・雇用委員会（Kommission “Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung”）」（通称「石炭委員会」）を設置（同年6月）
 脱石炭化に向けた石炭火力発電所の順次停止計画、脱石炭により影響を受ける地域の雇用確保・経済成長施策等を検討

 ドイツ鉄道インフラ部門代表・SPD政治家・CDU政治家・ベルリン技術経済大学教授4名の共同代表、労働組合・産業団体・
学者・環境NGO・地域代表者等24人の委員、ドイツ連邦議会議員3名（*議決権なし）、による計31人で構成

石炭委員会が最終報告書を発表し、2038年までの褐炭・石炭火力発電所の全廃を提言
（2019年1月）
 但し、2032年の時点で電力市場や雇用への悪影響が少ないと判断されれば、2035年に前倒しし、
褐炭・石炭火力発電所を完全に停止

 1月26日の答申後、1月31日に委員会代表者から連邦政府へ報告と共に最終報告書を提出

石炭委員会による構造変革勧告の実施に向けた「構造変革のキーポイント
（Eckpunkte zum Strukturwandel）」を内閣にて採択（2019年5月22日）
 産業構造変換のため、2038年にかけ、400億ユーロ（約5兆円）の財政支援を褐炭炭坑・発電所が立地する
ノルトライン・ヴェストファーレン、ブランデンブルク、ザクセン等の州に支出することを決定

BMWiは、石炭火力発電を段階的に廃止する法案に向け「石炭行動のためのコンセプト
（Konzept für eine Steinkohlemaßnahme）」を発表、関係者との議論を実施（2019年7月）
 本年より国内部門間調整や公聴会の実施、EU COMへの通知を行い、2020年に立法手続完了を目指す

1063

ドイツにおける脱石炭化に向けた政策動向 （参照番号：6-E4）

ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）は、国内「石炭委員会」による提言に基づき、
石炭火力発電を段階廃止する法案に向けた文書「石炭行動のためのコンセプト」を発表

出所：独BMWi HP、報道プレス等の公開情報に基づきDTC作成

エネルギーマネジメント 参照番号：6-E4今月のピックアップ
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各国・地域におけるサイバーセキュリティ分野における新たな法令策定動向 （参照番号：7-E2）

EUサイバーセキュリティ法をはじめ、各国・地域において、サイバーセキュリティ分野に
関連する法制度の整備が進行中

出所：日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会（JCIC）、EC HP等公開情報に基づきDTC作成

共通 参照番号：7-E2今月のピックアップ

主要規定内容（抜粋）国・地域

EU

日本

米国

英国

ドイツ

中国

台湾

タイ

ベトナム

欧
州

米
州

ア
ジ
ア

法令名

EUサイバーセキュリティ法
（the EU Cybersecurity Act）

サイバーセキュリティ基本法

サイバーセキュリティ情報共有法
（Cybersecurity Act of 2015）

ネットワーク・情報システム規則
（The Network and Information 

Systems Regulations 2018）

ITセキュリティ法
（Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit 
informationstechnischer Systeme (IT-

Sicherheitsgesetz) 2015）

サイバーセキュリティ法
（中华人民共和国网络安全法 2016）

サイバーセキュリティ管理法
（資通安全管理法）

サイバーセキュリティ法
（The Cybersecurity Act, 

B.E. 2562 (2019)）

ネットワークセキュリティ法
（Luật An ninh mạng: 24/2018/QH14）

• 欧州ネットワーク情報セキュリティ庁（ENISA）の権限強化、新たなサイバーセキュリティ
認証制度の整備などを規定

• 2019年6月27日より施行（罰則などの一部規定は2021年6月28日から適用）

• 国家戦略を策定・推進する司令塔機能の強化、重要社会基盤事業者等による連携対応
方針について規定

• 2018年改正時に、「サイバーセキュリティ協議会」の創設についても規定

• サイバー脅威情報に関する官民共有手続きについて規定
• 民間企業が共有する際の法的責任（プライバシー侵害等）を免除

• 英国の重要インフラ事業者が効果的なサイバーセキュリティ対策を怠った場合、最大
1700 万ポンド（≒約26億円）の制裁金が課されることを規定

• 重要インフラ事業者のサイバーインシデント報告及び連絡担当者の設置について義務化し、
違反時の罰則についても規定

• 企業に対しサイバーセキュリティ対策を要求し、中国国民の個人情報の取扱いを制限
• 複数の関連法制度が存在しており、当法律の下位規定である「データ安全管理規則」の
パブコメを2019年5月より開始

• 病院や通信業など8大重点基礎インフラに対し、中国の情報設備やソフトサービスの使用
を完全に禁止し、安全リスク評価と使用禁止管理についての枠組みを規定

• 2019年より施行

• 国家サイバーセキュリティ会議（NCSC）の設置が規定され、サイバー脅威の発生可能性
を監視するため、NCSCにインターネット通信へのアクセスを付与することを規定

• 2019年6月28日に施行

• ベトナム国内でネットサービスを展開する際、利用者の本人性を保証する仕組みを確保し、
要求に応じて管轄当局にデータを提供・削除すること等を規定

• 2019年より施行

次頁詳述
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EUサイバーセキュリティ法における規定内容（概要） （参照番号：7-E2）

EUサイバーセキュリティ法が2019年6月27日より施行。EU全域におけるサイバー
セキュリティ認証の枠組みを整備していくことについても規定

出所：EC HP等公開情報に基づきDTC作成

共通今月のピックアップ

本法令では、新たにサイバーセキュリティ認証制度が設置され、今後EU内でネットワーク接続製品等販売の際に
安全性を示すセキュリティ証明書の取得等が求められる可能性があるため、日本企業へも影響を及ぼす可能性あり

ル
ー
ル

名

 Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European 

Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification 

and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act)
 通称「EUサイバーセキュリティ法（EU Cybersecurity Act）

Regulations
（規制）

所
管

 European Network and Information Security Agency（ENISA）（欧州 ネットワーク情報セキュリティ庁）

目
的

規
定
内
容

ス
コ

ー
プ

発
効

予
定

 2019年6月27日 （※但し一部条項については、2021年6月28日）

 EU全域におけるICT製品・プロセス・サービスに係るガバナンス確立のためのサイバーセキュリティ認証フレームワークを構築し、
ENISAの当分野における権限を拡大・強化

 ICT製品、ICTサービス、ICTプロセスを対象
 欧州委員会（EC）が発行する「Union rolling work programme」により、具体的なICT製品、サービス、プロセスのリスト又は分類を規定予定

 ENISAの権限を強化し、新たな責務を付与。サイバーセキュリティ認証フレームワークの設定・維持
に必要な技術的根拠の検討、加盟国によるサイバーインシデント対応支援等を実施（第1～12条）

 EU企業のICT製品・サービス・プロセスの認証に係る「Cybersecurity Certification Framework」を導入
 対象製品・サービス・プロセスにつき、満たすべき基準、評価方法等を指定する複数の枠組みを策定予定

 2つの専門家グループ設置により認証制度の開発、ガバナンス構築につき、ECよりENISAへ要求がなされる予定

• 「Stakeholder Cyber Security Group」（第22条）： Union rolling work programmeに基づきENISA及びECへ助言

• 「European Cybersecurity Certification Scheme」（第62条）：加盟国代表者で構成され、当局代表者を任命 European Cybersecurity Certification

Schemeライフサイクル図

参照番号：7-E2
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米国カリフォルニア州におけるIoTセキュリティ関連規制における規定内容（1/2） （参照番号：7-E3, U1）

2020年1月より、IoT関連製品に関するデータ保護強化を定める法律が米国カリフォ
ルニア州にて発効となる予定

ル
ー
ル

名  Senate Bill 327（下院法案327）, Assembly Bill 1906（上院法案1906）: Information privacy: connected devices
 Civil Code, Division 3 Obligations, Part 4 Obligations Arising from Particular Transactionsへの追加

策
定

組
織

 California Department of Justice（カリフォルニア州司法局）

目
的

規
定

内
容

ス
コ

ー
プ

発
効

予
定

 批評家は、規定内容が曖昧として、英国にて作成中の新規制に合わせた要求事項の明確化を提案
 オレゴン州が当規制内容を反映した法案（Oregon House Bill 2395）の成立を検討中

 2020年1月1日

 現行の情報セキュリティに関する規制により対応が不十分な部分を厳格化し、IoT関連製品に関するデータ保護を強化

 加州にて販売又は提供されるインターネットに直接/間接的に接続する機器の製造者に対し適用
 機器には、インターネットに直接的又は間接的に接続するデバイス（コネクテッドデバイス）全てを含む

Regulations
（規制）

 インターネットに直接的・間接的に接続可能なデバイスの製造業者は、不正アクセス、情報破壊、改ざん、または情報漏えいを防ぐ
ための合理的なセキュリティ機能を備える義務を規定（§1798.91.04.～§1798.91.06.）

 例：機器固有のデフォルトパスワード設定、パスワードの初回起動時の変更等のセキュリティ機能

共通 参照番号：7-E3, U1今月のピックアップ

本
規
制

へ
の
反
応

• 今後英国規制に倣った要求事項の詳細化や、英国規制の要求事項として引用が検討されるETSI規格参照等の
修正がなされる可能性あり

• カルフォルニア、オレゴンに続き、新規規制を制定する州の増加、或いは関連規格（業界・国家規格）策定の可能性あり
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米国カリフォルニア州におけるIoTセキュリティ関連規制における規定内容（2/2） （参照番号：7-E3, U1）

米国カルフォルニア州では、消費者情報を収集・取得する企業に対し、特定の要件を
課す消費者プライバシー法（CCPA）を同2020年1月に発効予定

ル
ー
ル

名  California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA）
 Civil Code, Division 3 Obligations, Part 4 Obligations Arising from Particular Transactionsへの追加

Regulations
（規制）

策
定

組
織

 California Department of Justice（カリフォルニア州司法局）

目
的

規
定
内
容

ス
コ
ー
プ

発
効

予
定

 2020年1月1日

 増大するデータプライバシー問題に対応し、消費者データのプライバシー管理に係る連保法の規定内容を補完するため、消費者
情報を収集する企業に特定の要件を付与

 加州において、加州の居住者の個人情報を収集又は取得し、次のうち少なくとも1つを満たす営利目的の事業に対し適用
 年間の総収入（annual gross revenues）が2,500万ドル以上
 年間5万以上の消費者、世帯、またはデバイスの個人情報を商業目的で購入・受領・販売、または共有
 カリフォルニア州民の情報を売却することで年間の収入の50％を取得

 加州民にプライバシー保護に関する権利を付与し、企業がその権利を侵害する行為を行った際は、罰金が科される場合があること
を規定（§1798.100～§1798.198.）

 加州民は事業者が収集する個人情報の内容及び収集目的、個人情報が共有される第三者の情報開示を要求する権利を有することを規定
 加州民には事業者が収集した個人情報の削除や販売を要求する権利があることを保証し、企業側がその要求に対し料金やサービス内容変
更による報復を行うことを禁止

出所：California Legislative Information、JETRO等の公開情報に基づきDTC作成

• 本規制発効後、業種や規模に関わらず企業は消費者から多数の情報開示を要求されることが予想され、規制への
準備不足や膨大な請求数によって対応が不可能となる場合には、企業が支払う罰金が高額となる可能性あり

• 本規制を基にデータプライバシーに関する複数の新規規格（業界規格・国家規格）の策定、及びその規格を参照した連邦法
や州法が策定される可能性あり

共通今月のピックアップ 参照番号：7-E3, U1
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英国におけるIoTセキュリティ関連規制の策定動向 （参照番号：7-E3, U1）

英国において、カリフォルニア州の消費者プライバシー法（CCPA）に基づいた、
IoT機器のセキュリティに関する法案が提案されている

出所：英国政府サイト（Gov.UK）、BBC等の公開情報に基づきDTC作成

ル
ー
ル

名
 未定
（仮称：Mandating security requirements for consumer Internet of Things (IoT) products）

Regulations
（規制）

策
定

組
織

 Department for Digital, Culture, Media & Sport（デジタル・文化・メディア・スポーツ省）

目
的

規
定
内
容

ス
コ

ー
プ

発
行

予
定

 未定

 国内においてインターネットに接続される多くのIoT製品に対する基本的なサイバーセキュリティ規定が欠如していることへの懸念
から、IoT製品のセキュリティを向上させ、消費者による購買決定を支援し、低品質製品の市場からの排除を企図

 、米国加州のCCPA規制を基に策定

 英国で製造・販売される消費者用IoT製品の製造者及び小売業者に対し適用

 消費者向けIoT製品へのセキュリティラベル添付、英政府のガイドライン”Code of Practice for consumer IoT security（CoP）”、
CoPに基づくETSI TS 103 645への準拠等を検討中。但し、詳細な要求事項及び参照規格の任意/強制性については現在討議中

 2018年10月に英国政府により発行された消費者用IoT製品のセキュリティに関するガイドラインであるCoPには、13のセキュリティ要件を規定。
うち3つの消費者IoT製品に係るセキュリティ要件（①固有パスワードの付与禁止、②脆弱性開示ポリシーの実施、③ソフトウェアを最新状態に
保持）への適合を規定予定

 CoP を基にETSIサイバーセキュリティ専門委員会（TC CYBER）がETSI TS 103 645（CYBER; Cyber Security for Consumer Internet of 

Things） を策定・発行（2019年2月）。本ETSI規格の本規制への参照も検討中

消費者向けIoT製品について、IoTセキュリティラベルの添付義務、CoPにおけるセキュリティ要件、ETSI規格への適合等
が検討され、企業の製造・販売活動への影響が示唆されることから、引き続き本規制の動向につき注視する必要あり

共通今月のピックアップ 参照番号：7-E3, U1
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

英国 1-E1 住宅所有者
は新グリー
ンモーゲー
ジにより、
金利、代金、
排出量を
削減

7月1日 政府は、グリーンモーゲージの活性化による住宅のエネルギー効率の
向上及び二酸化炭素排出量削減を促進

 背景：
• 6月27日、政府は2050年までに二酸化炭素排出量ゼロを
目指す法案を可決

• 二酸化炭素排出量ゼロに向けて、1700万戸の住宅のエネルギー
効率改善に着手

 概要：
• 政府は、金融機関に対しグリーンモーゲージ等のグリーン金融商品
開発に対し、500万ポンドの資金を拠出予定
• グリーンモーゲージでは、住宅のエネルギー評価向上により、
ローンが割引

• 政府は、業界に対し、古い住宅改装コストの削減方法の開発により、
1000万ポンドのイノベーション基金を拠出

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/hom

eowners-

could-cut-

mortgage-

rates-bills-

and-

emissions-

with-new-

green-

mortgages

英国 1-E2 英国の持続
可能な金融
のリーダー
シップを確
立するため
の取り組み
が、政府の
グリーンファ
イナンス戦
略の一環と
して勢いを
増す

7月2日 BSIはサステイナブルファイナンスの理解や評価に関するフレームワーク
を定めるPAS 7340を発行

 背景：
• 英国政府は、UK Green Finance Strategyを発表
• BSIは、Department for Business, Energy and Industrial Strategy 

(BEIS)と協力し、サステイナブルファイナンスのベストプラクティス
定義に役立つ、5年間の規格策定プログラムを進行中

• BSIはISOとも協力し、サステイナブルファイナンスに関する諮問文書
としてPAS 7340を発行

 PAS7340概要：
• サステイナブルファイナンスの理解や評価に関するフレームワークを
定め、サステイナブルファイナンスにおける英国のリーダーシップ確立
を企図

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/july/w

ork-to-

establish-

uks-

sustainabl

e-finance-

leadership

-gathers-

momentu

m-as-part-

of-

governme

nts-green-

finance-

strategy/
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https://www.gov.uk/government/news/homeowners-could-cut-mortgage-rates-bills-and-emissions-with-new-green-mortgages
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/july/work-to-establish-uks-sustainable-finance-leadership-gathers-momentum-as-part-of-governments-green-finance-strategy/
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ファイ
ナンス

英国 1-E3 政府は
グリーンファ
イナンス
戦略を策定

7月4日 英国政府は、金融機関の気候変動に対する取り組みを促進するため、
Green Finance Strategyレポートを発行（7月2日）

 背景：
• 政府は、2050年までに温室効果ガス排出量をゼロにする目標を発表
• 気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）は、上場企業に対し

2022年までにTCFDが定める財務情報開示を奨励
 概要：

• Green Finance Strategy： Transforming Finance for a Greener 

Futureと題するレポートを発行し、排出量ゼロ目標達成に向けた金融
セクターにおける取組みを計画

• TCFDが進める財務情報の開示においても、国際的な標準化推進を
含め検討予定

• オックスフォード大学と共同で、公務員に対するグリーンファイナンス
コースの提供等、教育への組み込みについても検討予定

• グリーンファイナンススキル向上のための補助として、Green 

Finance Education Charterの策定も視野

Morning Star http://www.

morningst

ar co uk/uk

/news/193

885/gover

nment-

launches-

green-

finance-

strategy as

px

ドイツ 1-E4 独、グリーン
ボンド発行
へ欧州先行
で需要、
米続くか

7月12日 独財務省が初のグリーンボンドを発行する準備に入ったことを発表
 資金は環境対策に使用される予定

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXMZO47

218120R1

0C19A7I0

0000/
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47218120R10C19A7I00000/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E5 EU 

Banking 

Authorityは、
ヨーロッパ
全域の
FinTech
銀行業
および
支払いライ
センス制度
について
報告

7月25日 European Banking Authority (EBA)は、EUにおけるFintech分野の規制や
認可についてのレポートを発行

 概要：
• 下記3つの指令の対象である、EU域内で銀行業や決済業を営む

Fintech関連企業に対し、規制の状況や規制当局の認可アプローチに
関する情報を提供
• Capital Requirements Directive IV (CRDIV)

• Payment Services Directive 2 (PSD2) 

• Electronic Money Directive 2 (EMD)

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/eu-

banking-

authority-

reports-on-

fintech-

34008/
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ファイ
ナンス

米国 1-U1 米国議会は
Facebook
のLibraに
対し、一時
停止を要求

7月3日 米国下院の金融サービス委員会は、フェイスブックとそのパートナーに対
し、Libraの開発を中止するよう要請

 概要：
• 7月2日、FacebookのCEO Mark Zuckerberg及びDavid Marcus、

COOのSheryl Sandbergに対し書簡を送付、Facebookとそのパート
ナーに対し、暗号通貨LibraとデジタルウォレットCalibraの開発一時停
止に同意することを要求
• 当該書簡に対し、30以上の団体が署名

• 同委員会は、当該プロジェクトがスイスを本拠地とし、米国の金融政
策とドルに匹敵することを意図した全く新しい世界的な金融システムを
生み出す可能性があると主張

• また、Facebookの20億人以上のユーザーだけでなく、投資家、消費
者、そしてより広い世界経済にとって、プライバシー、取引、国家安全
保障、そして金融政策の深刻な懸念を引き起こす可能性を指摘

Cointelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

us-

congress-

requests-

moratoriu

m-on-

facebooks-

libra-

stablecoin

米国 1-U2 米国議会は
欧州式ESG
報告基準を
拒否

7月12日 米国議会は、企業のESG投資に関する欧州式の報告基準を拒否
 概要：

• 住宅金融サービス委員会の共和党員は、投資家がポートフォリオを
把握できるようにするために、企業がより多くのESG情報を報告し、気
候変動に関連するリスクについての具体的な開示を義務付ける法案
の提案に反対
• 当該法案は、米国証券取引委員会にESG開示規則の作成を要求

• 米国政府機関による気候変動リスクに関する規制の整備が遅延して
いるため、ESGの格付け組み込みを進める投資家は困惑

• 大規模公的年金基金及び企業年金基金を代表する機関投資家協議
会は、主要なESGリスクに関する明確で比較可能な情報は、投資家
及び米国の資本市場に利益をもたらす旨主張

Financial 

Times

https://ww

w.ft.com/c

ontent/0dd

92570-

a47b-

11e9-

974c-

ad1c6ab5

efd1
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https://cointelegraph.com/news/us-congress-requests-moratorium-on-facebooks-libra-stablecoin
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ファイ
ナンス

中国 1-C1 金融国家規
格「銀行業
務アプリ
ケーションシ
ステムの非
機能要件」
に対する
意見を募集

7月9日 金融国家規格「銀行業務アプリケーションシステムの非機能要件(国家標準計画
番号：20173940-T-320)」に対する意見を募集（9月6日まで）

全国金融標準
化技術委員会

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929444/29

74725/ind

ex.html

中国 1-C2 金融国際標
準研究ワー
キンググ
ループが
2019年の
会議を開催

7月12日 金融国際標準研究ワーキンググループが2019年の会議を開催
（7月3日~4日＠重慶）

 会議内容：
• 「国際的な標準化の進展」と「一帯一路」に沿った金融の標準化につ
いて意見交換

• 2019年の国際的な国際標準化作業のアイディアと主要タスクについ
て討議、決定

• 作業部会のリーダーであるChina Financial Electronics Corporation
が、最近の国際標準化作業結果、ISO / TC68の作業計画を紹介し、
メンバーが2019年の国際標準化作業について合意

 参加者：
• 中国人民銀行の科学技術部、金銀行局、国家行政管理局の規格革
新部、金規格委員会の証券小委員会、および金規格委員会の金融規
格標準作業部会の専門家

全国金融標準
化技術委員会

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929436/29

74728/ind

ex.html
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http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2974725/index.html
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2974728/index.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C3 「インターバ
ンク市場に
おける取引
後のデータ
標準」につ
いての意見
募集

7月16日 「インターバンク市場における取引後のデータ標準」についての意見募集
（8月16日まで）

全国金融標準
化技術委員会

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929444/29

74753/ind

ex.html

中国 1-C4 中国はクレ
ジットベース
の市場規制
メカニズム
を構築

7月17日 中国は、受注を管理し、ビジネス環境を改善するためのクレジットベース
の市場規制メカニズムを構築

 目的：
• ビッグデータやその他のテクノロジを活用することで、クレジット規制情
報の開示を強化し、規制の効率を向上

 市場規制メカニズム概要：
• 市場における事業者のライフサイクル全体と規制プロセスを網羅
• 事業者は、事業のために信用報告書を利用することが奨励され、信
用実績は記録される。一方で、規制措置を異なるクレジットレベルを有
する事業者に対して実施

xinhua http://www.

xinhuanet.

com/englis

h/2019-

07/17/c 1

38232226.

htm

中国 1-C5 中国政府、
ブロック
チェーン
標準認証で
世界を
リード

7月22日 中国政府はブロックチェーン規格認証に関して世界の他政府をリード
 中国電子技術標準化機構（CESI）は、中国で運営されているトップブロックチェー
ンプロジェクトに対して標準ブロックチェーンシステム機能テストを実施し、すでに
Lenovo、Alipay、aelf等世界で30のプロジェクトを認定

 標準ブロックチェーンシステム機能テストの作成は、規制および開発ソリューショ
ンに関して、中国が世界中の政府と比較して最先端にあることを示唆。多くの政
府がブロックチェーンプロジェクトを規制するのに苦労している一方で、中国は広
範なガイドラインとテスト開発に着手

PR Newswire https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/c

hinese-

governme

nt-leads-

the-world-

in-

blockchain

-

standardiz

ed-

certificatio

n-

30088813

6 html
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http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2974753/index.html
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/17/c_138232226.htm
https://www.prnewswire.com/news-releases/chinese-government-leads-the-world-in-blockchain-standardized-certification-300888136.html
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ファイ
ナンス

マレー
シア

1-A1 ローカルの
ワクフが
デジタル化
に移行

7月12日 マレーシア首相府大臣が、マレーシアのワクフ（イスラム社会における
寄付）部門は現在、デジタル化とフィンテックの導入に向けて動いていると
発言

 マレーシア首相府大臣発言要旨：
• 「ワクフ法の策定において、AIとブロックチェーン等を構成要素として
考慮に入れており、この法を管理するための規制機関が必要。法律と
合わせて、イスラム機関内でのデジタル化とブロックチェーン技術とAI
の使用も進める」

New Straits 

Times

https://ww

w.nst.com.

my/busine

ss/2019/07

/503817/lo

cal-waqf-

sets-move-

digitalisati

on

インド
ネシア

1-A2 ACCSQ
フォーラム
における
BSNの積極
的な役割

7月16日 インドネシア国家標準化機構（BSN）がACCSQ （ASEAN規格品質諮問
委員会）の第51回総会に出席（7月8日~12日＠クアラルンプール）

 今後インドネシアが対応すべき事項：
• 電子商取引/デジタル取引に関する作業部会および化学に関する作
業部会の設立のためのセクターコーディネーターの決定

• 1998年相互承認協定の枠組み協定のレビュー（MRA）の完了に関連
するオンラインディスカッションプロセスの準備

• 2019年9月に予定される自動車に関するMRAへの署名
• ジャカルタで開催されるビル・建設作業部会でのインドネシアのポジ
ションの準備

• 第4次産業革命、デジタルトレード、スマートシティに関するACCSQの
貢献を含む、次回会議のためのインドネシアのポジションの準備

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

277/peran-

aktif-bsn-

dalam-

forum-

accsq-
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https://www.nst.com.my/business/2019/07/503817/local-waqf-sets-move-digitalisation
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10277/peran-aktif-bsn-dalam-forum-accsq-
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ファイ
ナンス

タイ 1-A3 タイ銀行は、
セキュリティ
に関して
懸念されて
いるLibraに
関する議論
を歓迎

7月20日 タイ銀行は、セキュリティが懸念されるFacebookのLibra stablecoinに
関する議論を歓迎

 Veerathai Santiprabhobタイ銀行総裁発言要旨：
• 「Facebookはすでに何度もタイ銀行と連絡を取り、Libraの白書を研
究するための新しいチームを設立している。タイ中央銀行はすべての
新しいデジタルマネーを監視しており、特定の金融サービスに恩恵を
与えることはない。金融サービスのセキュリティが最優先事項」

cointelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

bank-of-

thailand-is-

open-to-

discuss-

libra-

concerned

-over-

security

シンガ
ポール

1-A4 シンガポー
ルのバー
チャルバン
クが自家製
AIが輝く
機会を提供

7月23日 MAS（シンガポール通貨金融庁）は、2019年～2020年にかけ伝統的な
銀行と仮想銀行間の競争が本格化するにつれ、より強力なAI技術に対す
る需要が見込まれることを説明
 Tharman Shanmugaratnamシンガポール通貨金融庁（MAS）長官は今年後半
に許可される予定の新しい仮想銀行免許証を歓迎

 伝統的な銀行と仮想銀行の間の競争が本格化するにつれて、金融サービス専用
のAIソリューションを構築した新興企業の評価が高まると予想

entreprenuer https://ww

w.entrepre

neur.com/

article/337

175

シンガ
ポール

1-A5 Tresconの
World 

Blockchain 

Summitが
シンガポー
ルのデジタ
ル変革計画
の主導権を
握る

7月24日 アジアの法規制についてハイライトした世界Blockchainサミットが開催
（7月25日＠シンガポール）

 主要テーマ：
• アジアの法と規制の展望
• 2019年と2020年に何が期待されるか

 参加予定者：
• キュレーション投資家100人以上、企業や政府機関、ブロックチェーン
の専門家等300人以上

Yahoo 

Finance

https://fina

nce.yahoo.

com/news/

trescons-

world-

blockchain

-summit-

lead-

10310013

9 html
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ファイナンステーマ別情報詳細
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https://cointelegraph.com/news/bank-of-thailand-is-open-to-discuss-libra-concerned-over-security
https://www.entrepreneur.com/article/337175
https://finance.yahoo.com/news/trescons-world-blockchain-summit-lead-103100139.html
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 暗号通貨業
界に対する
FATFの
推奨事項：
要旨と解釈

7月12日 金融活動作業部会（FATF）は、仮想通貨によるマネーロンダリング対策
の「解釈ノートとガイダンス」を発表（6月21日）

 概要：
• 取引所などを含む仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）に対し、
下記を含む利用者の取引情報を互いに共有しあうことを要求
• オリジネーターの名前（送り手の名前）
• 取引に使われたオリジネーターの口座番号
• オリジネーターの所在地、国家発行のID、顧客番号、生年月日と
出生地

• 受取人の名前
• 取引に使われた受取人の口座番号

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/the-

fatf-s-

recommen

dations-

for-the-

22089/

1080

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向(1/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（9/10）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.jdsupra.com/legalnews/the-fatf-s-recommendations-for-the-22089/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O2 EP4  - プロ
ジェクトファ
イナンスに
おける環境
と社会的責
任のための
新たな展望

7月30日 赤道原則協会（EPA）は、第四次改訂版赤道原則（EP4）を発表
 第四次改訂赤道原則概要：

• 大規模プロジェクトによる環境及び社会リスクを評価管理する民間金
融機関共通の10原則を規定
• 原則1：レビュー、およびカテゴリー付与
• 原則2：環境・社会アセスメント
• 原則3：適用される環境・社会基準
• 原則4：環境・社会マネジメントシステムと、エクエーター原則/赤道
原則アクションプラン

• 原則5：ステークホルダー・エンゲージメント
• 原則6：苦情処理メカニズム
• 原則7：独立した環境・社会コンサルタントによるレビュー
• 原則8：誓約条項（コベナンツ）
• 原則9：独立した環境・社会コンサルタントによるモニタリングと
報告の検証

• 原則10：情報開示と透明性
• 赤道原則協会（EPA）が管理及び改訂を実施し、主に4つの分野にお
いて、内容を改訂
• i）社会的影響と人権、ii）気候変動、iii）適用範囲の拡大、iv）赤道
原則（「EP」）の適用先を決定するための「指定国」の使用

 原則策定に際しての関与者：
• 37か国、計97の金融機関

 背景
• 2002年、国際金融公社（IFC）及び蘭ABNアムロ銀行が策定呼びか
け、米シティバンク、英バークレイズ、独ウェストエルビー、及びNGO
を巻き込み策定

• 2003年、赤道原則を正式発表、欧米主要銀行10行が採択
• 2006年、2012年に改訂を実施

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/ep4-

new-

horizon-

for-

environme

ntal-and-

69343/
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E1 ENER Lot 

10の標準化
案 - 空調、
空気熱源
ヒートポンプ、
快適ファン

7月1日 欧州委員会（EC）は、空調のエコデザインに係る規則（Commission 

Regulation (EU) No 206/2012）に関する新たな規格の草案を作成中
 Commission Regulation (EU) No 206/2012概要：

• 空調、空熱源ヒートポンプ、快適ファンのエコデザイン要件を規定
 経緯：

• ECはCEN-CENELEC Management Centre（CCMC）に、空調、空
熱源ヒートポンプ、快適ファンのエコデザインに関する標準化提案の
最初の草案を提出（2019年3月）
• 既存の規格に基づき、測定及び計算のための方法を定める調和
のとれた規格開発を企図

• 標準化アドホックグループLOT10 Productsを設立
• CEN / CENELECの利害関係者と会議を実施（2019年4月）

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/ener-

lot-10-

entwurf-

normungs

antrag

英国 2-E2 UL 

Internation

al（UK）Ltd.
（NB 0843）
- 医療機器
がボディー
ケアを英国
で中止

7月2日 UL International (UK) Ltd. (NB 0843)は、医療機器指令（MDD）
93/42/EECに基づく通知機関としての運営を停止

 背景：
• UKのBrexitに伴いMDDに基づく英国の指定通知機関は指定を解除

 概要：
• UL International（UK）Ltd.（NB 0843）は、医療機器（MDD）に関する
理事会指令93/42/EECの下での通知機関としての運用を中止
（2019年9月1日）

• また、体外診断用医療機器（IVDD）に関する理事会指令98/79/ECの
下で、ULは通知機関としての指定を制限し、IVD 0308の指定のみ
保持（2019年9月1日）

 今後の運用：
• ULの顧客は、ULのCE証明書をパートナー機関であるPolskie 

Centrum Badan I Certyfikacji S.A. (PCBC, NB 1434)に移転する
ことで、認証を維持可能

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

internation

al-uk-ltd-

nb-0843-

medical-

device-

notified-

body-

ceasing-

operation-

uk
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ヘルス
ケア

欧州 2-E3 指令から規
制への移行
を支援する
実装ツール

7月4日 欧州委員会（EC）は、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器
規則（MDR）の実施に向け、ガイダンス文書を発表

 概要：
• ECは、以下2つのガイダンスを発表

• MDCG 2019-7: Guidance on Article 15 of the Medical Device 

Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation 

(IVDR) regarding a "person responsible for regulatory 

compliance" (PRRC)

• Medical Devices： Guidance Document relating to the 

application of Article 18 Regulation (EU) 2017/745 of the 

European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on 

medical devices

• また、 既に公表されているDG GROW’s IVDR/MDR information kit
に、Factsheet for healthcare professionals and health institutions
を追加

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/implem

entation-

tools-to-

help-

transitionin

g-from-

directives-

to-

regulations

/

欧州 2-E4 MDR / 

IVDRの
実施状況に
関する業界
の見通し

7月4日 MedTech Europe は、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器
規則（MDR）の実施に向け、具体的な7策を提案

 概要：
• 規則実施準備状況の加速に関し、スライドパックを作成、7つの
具体案を提案
• 通知機関指定の加速
• 全製品への（再）認証手続きの適用
• 最も緊急の分野における明確で迅速な質の高いガイダンスの公表
• Eudamedデータベースの適切な仕様、スケジュールでの展開
• 共通仕様の迅速な公表
• 最優先分野における規格の適時の調和確保
• 新研究所と専門家パネルの迅速な設立

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/industr

y-

perspectiv

e-on-the-

implement

ation-

status-of-

the-mdr-

ivdr/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 EPSCO
理事会会議

7月4日 EU理事会の雇用・社会政策・保険・消費者問題理事会（EPSCO）の会合
が開催され、医療機器規則及び体外診断用医療機器規則についても
議論

 会合内容：
• ドイツ、アイルランドは、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療
機器規則（MDR）の実施に向けた各国の準備状況の分析を要求

• 20カ国が、規則実施への準備状況に関し懸念を表明
• 欧州議会は、5月の実施までに準備を完了させる立場を表明

 今後の予定：
• 2019年末までに、加盟国、欧州委員会、欧州議会で必要に応じ議論
予定

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/epsco-

council-

meeting/

英国 2-E6 英国を医療
技術の
最前線に
保つ

7月10日 政府は、Future of Healthcare Investor Forumにて、NHSXを通じた
国民保健サービス（NHS)のイノベーション推進を表明

 NHSX概要：
• NHSのデジタル化、イノベーション推進を目的として、政府が新規に
創設（2019年2月）

• 技術開発者、医療関係者、意思決定者が協働し、医療に関する
システムを単純化

• 関連する国家標準や政策の策定も企図

Department for 

Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/speeches/

keeping-

britain-at-

the-

forefront-

of-

healthtech
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ヘルス
ケア

英国 2-E7 ISO 13485
及び2020年
5月のMDR
認証期限の
製品

7月11日 BSIは、ISO 13485及び医療機器規則（MDR）の認証に関し顧客に迅速
な対応を呼びかけ

 背景：
• 2020年5月より、体外診断用医療機器規則（IVDR）及び医療機器規
則（MDR）が実施

• BSIは、通知機関（Notified Body）として、申請を受け付け中
 呼びかけ内容：

• ISO 13485ポリシーの更新により、3年毎の再認証評価の実施から、
毎年の監査及び3年目の戦略的レビューによる再認証の選択が可能
• BSIは、QMS認証サイクルから戦略的レビューを削除し、他の医
療制度や認定（SCC、RVA、MDSAP、MDR、IVDR）との互換性を
担保

• 2020年のMDR実施期限に間に合うように、医療機器メーカーは早期
の申請が必須
• 通知機関（NB）のキャパシティの問題もあり、2019年12月以降の
申請は、2020年5月の実施までに認証取得が間に合わない危険
性あり

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/medica

l-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/iso-

13485-

and-

products-

with-may-

2020-

deadline-

for-mdr-

certificatio

n/
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ヘルス
ケア

英国 2-E8 PRSBが
新しい共有
医療記録
規格を発表

7月28日 The Professional Record Standards Body (PRSB) は、異なる医療
及びケア機関で共有されるべき、新医療記録規格を発表

 PRSB概要：
• デジタル医療記録のための規格開発組織
• これまでに医療記録の共有、記録の場所、デジタル産科記録を含む多
くの規格に関するガイダンスを発表

 新医療記録規格の概要：
• NHS Englandと共同で、公衆衛生、医療及び介護の専門家メンバーを
中心に、個人のヘルスケア記録のコア情報規格を作成

• アレルギー、薬、その他警告等、重要な情報を含む
 今後の予定：

• Local Health and Care Record Exemplar (LHCRE)プログラムに参
画している複数地域で試験的に導入予定

• Greater Manchester, Thames Valley and Surrey, Wessex, 

London, Yorkshire and Humber

Digital Health https://ww

w.digitalhe

alth.net/20

19/07/prsb

-publishes-

new-

shared-

care-

record-

standards/
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ヘルス
ケア

英国 2-E9 MHRAは
EU MDRに
従い、
Clinical 

Investigatio

n Guidance 
を改訂

7月30日 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) 
は、欧州医療機器規則（MDR）に伴い、Clinical Investigation 

Guidanceを2013年版より改訂
 背景：

• 欧州医療機器規則（MDR）は、2017年5月26に発効され、2020年5月
26日より適用予定

• 欧州体外診断用医療機器規則 (IVDR)は、2022年5月26日より適用
予定

 概要：
• ガイダンスは、MDRの附属書XVに基づく生物学的安全性評価に
関する立法規定について記載

• MDR第62条に基づき、以下を反映
• 臨床試験患者への予想される利益は、予見可能なリスクを正当化
• 必要なすべての毒物学的リスクが適切に考慮されていることを
保証するため、十分なデータを提出

• また、医療機器の生物学的および臨床的評価に関するISO 10993-

1:2018 Biological evaluation of medical devices -- Part 1: 

Evaluation and testing within a risk management processの内容
をガイダンスに反映

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society 

(RAPS)

https://ww

w.raps org/

news-and-

articles/ne

ws-

articles/20

19/7/mhra-

revises-

clinical-

investigati

on-

guidance-

in-li

欧州 2-E10 新欧州議会
が始動

7月15日 欧州議会の総会を開催予定（7月15日週＠ストラスブール、フランス）
 Orgalimの関与：

• Orgalimは、欧州の技術産業がイノベーションを起こし、ビジネスを行
うための枠組みを形成する委員会に参加

• 特に、下記の分野で法案策定や政策提言を実施
• 産業、研究、エネルギー（ITRE）
• 国内市場と消費者保護（IMCO）
• 環境、公衆衛生及び食品安全（ENVI）

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim )

https://ww

w.orgalim.

eu/news/n

ew-

european-

parliament

-and-

running
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ヘルス
ケア

欧州 2-E11 IMDRFは
有害事象の
用語に関連
する附属書
に関する
協議を開始

7月15日 国際医療機器規制者フォーラム（IMDRF）は、有害事象の専門用語の
技術文書に、医療機器の部品とコンポーネントを含めるため、新しい付録
を提案

 背景：
• IMDRFは新しい有害事象コードを開発、2019年1月1日から1年間の
移行期間を経て、2020年1月1日から欧州安全性監視報告書で施行
予定

 概要：
• 医療機器の部品と部品に関する用語を定義した付録Gを新規に作成
• また、付録Aを改訂

 今後の予定：
• 2019年9月10日まで、付録G及び改訂版の付録Aに関し、コメントを
受付

Regulatory 

Affairs 

Professionals 

Society 

(RAPS)

https://ww

w.raps org/

news-and-

articles/ne

ws-

articles/20

19/7/imdrf-

opens-

consultatio

n-on-

annex-

related-to-

adver
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 提案された
外骨格ガイド
は有用性
及び使用性
の評価を
助けることを
目的として
いる

7月1日 ASTMのexoskeletons and exosuits committee (F48) は、外骨格に
関してWK68719規格を開発中

 規格概要：
• 外骨格に関する有用性の評価及び改善に役立つツールを提供
• 規格の開発メンバーを募集中

 Kevin Purcell氏（an ergonomist, the U.S. Army Public Health Center’s 

Aberdeen Proving Ground）発言要旨：
• 「本規格を通じて、外骨格の特性や、性能及び安全性評価のための
観察方法やアンケートの整備を行う」

• 「現在外骨格を使用している3つの主要分野は産業、医療リハビリ、
防衛であり、規格は全ての業界をカバーする必要がある」

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://www.

astm.org/new

sroom/propo

sed-

exoskeletons

-guide-aims-

help-assess-

usefulness-

and-usability

米国 2-U2 IoTワーク
ショップ
レポート

7月8日 NISTは、4月3～4日に行われたIoTのワークショップに関するレポートを
発行

 概要：
• NISTのPublic Safety Communications Research Program 

(PSCR)は、IoTに関するワークショップを開催（4月3～4日）
• パブリックセーフティ領域におけるIoT技術、相互運用性、IoT及び
センサー統合に関する標準に焦点

米国標準
技術局 （NIST）

https://www.

nist.gov/publi

cations/intern

et-things-

workshop-

report

米国 2-U3 EHRで患者
のプライバ
シーを保護
するには、
慎重な解決
策が必要

7月11日 米国保健福祉省国家医療IT調整室は、Data Segmentation for 

Privacy (DS4P)規格の使用を提案
 概要：

• DS4Pにより、ベンダーや組織はC-CDA内の機密データへのタグを
追加

• タグ付けにより、患者の同意なしでの機密データの送信範囲の制限
が可能に
※C-CDAは電子カルテのデータに関する米国内標準規格

American 

Academy of 

Pediatrics
（AAP）

https://www

aappublicatio

ns org/news/

2019/07/11/h

it071119
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https://www.astm.org/newsroom/proposed-exoskeletons-guide-aims-help-assess-usefulness-and-usability
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ヘルス
ケア

米国 2-U4 ヘルスケア
分野におけ
るAI進歩を
支える標準
規格

7月22日 ANSI及びANSIメンバーは、ヘルスケア分野におけるAI活用の標準化
活動を牽引

 ANSI活動概要：
• ANSIは、ISO/IEC JTC 1SC 42 (Artificial intelligence)の事務局と
して、活動を推進

 ANSIメンバー活動概要：
• ANSIメンバー及び認定規格開発機関であるConsumer Technology 

Association (CTA)は、BlackBerry、Google、IBM、Philips、Verizon
等を含む30以上の企業や団体を巻き込み、ヘルスケア分野のAI規格
及びベストプラクティス開発を行うワーキンググループを立ち上げ

• ANSIメンバー及び認定規格開発機関であるAAMIは、ポジション
ペーパー “The emergence of artificial and machine learning in 

healthcare: Recommendations to support governance and 

regulation” を発行し、ヘルスケア分野のAI活用における標準化活動
に対する提言を発表

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

41aec2b9-

5612-

492a-

bcc5-

b2c04eb7

af65

米国 2-U5 FDAが医療
機器の相互
運用性、
安全性保証
の事例に関
する規格を
承認

7月23日 アメリカ食品医薬品局（FDA）は、医療機器の相互運用性や安全保証を
含む、複数のコンセンサス規格を承認

 概要：
• FDAのCenter for Devices and Radiological Health（CDRH）は、コ
ンセンサス規格のデータベースを更新

• 医療機器の相互運用性や安全保障を含む90の新規格を加え、
計1,385規格を承認
• Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) 、米国規格
協会（ANSI）及びUnderwriters Laboratories, Inc. (UL）が共同で
開発した規格「ANSI/AAMI/ UL 2800-1: 2019—Standard for 

Safety for Medical Device Interoperability」を承認

Regulatory 

Focus

https://ww

w.raps org/

news-and-

articles/ne

ws-

articles/20

19/7/fda-

recognizes

-

standards-

for-

medical-

device-

intero
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https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2019/7/fda-recognizes-standards-for-medical-device-intero
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ヘルス
ケア

米国 2-U6 アップル／
グーグル／
マイクロソフ
トが医療
データ提供
の新しい
規格を試行

7月30日 Apple、Google、Microsoftは、医療保険申請データを直接患者に提供
するためのデータモデルCARIN Blue Button APIのテストに参加予定

 背景:

• 2018年、Centers for Medicare and Medicaid Servicesは、米国内
の医療保険利用者が過去の申請情報をあらゆるアプリケーションか
らでもアクセスできるようにするため、Blue Button 2.0を開発

• White House  Blue Button Developers Conferenceにて、CARIN 

Blue Button® data model及び実装ガイドの素案が発表
（7月30日＠ワシントンDC）

 今後の予定:

• 2020年の実装に向け、Apple、Google、Microsoftを含む関連企業、
団体がテストに参加予定

Tech Crunch https://tech

crunch.co

m/2019/07

/30/apple-

microsoft-

and-

google-to-

test-new-

standard-

for-patient-

access-to-

digital-

health-

data/

米国 2-U7 DirectTrust
アライアンス
は、ヘルス
ケアのイン
スタントメッ
セージング
のための
信頼できる
規格を開発

7月30日 DirectTrustは、信頼できるリアルタイムのデータ送受信が可能なヘルス
ケア業界初の規格Trusted Instant Messaging+（TIM+）を発表

 DirectTrust概要:

• 医療の効率性控除、患者満足度の向上、及び医療費の削減を目的と
して、医療機関同士及び医療機関と患者間の保護医療情報の電子
共有を推進するために設立された医療業界のアライアンス

• 2019年3月、米国規格協会（ANSI）の認定を受諾
 TIM+概要:

• ヘルスケア、特に異種システム間での安全なインスタント
メッセージングの標準は従来存在しておらず、TIM+は初の規格
• Integrated workflow、Cross enterprise and technology 

communication、Common security and trust frameworkの
3点を強みとする

Healthcare IT 

News

https://ww

w.healthca

reitnews c

om/news/d

irecttrust-

alliance-

developing

-standard-

trusted-

healthcare

-instant-

messaging
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ヘルス
ケア

米国 2-U8 テック大手
企業は
FHIR相互
互換性規格
を支援する
ことを
再確認

7月31日 Amazon、Google、IBM、Microsoft、Oracle及びSalesforceは、HL7
のFast Healthcare Interoperability Resources（FHIR）アプリケー
ションプログラミングインターフェース（API）を進化させる共同声明を発表

 背景:

• HL7は、医療情報共有のためのデータ規格FHIRの第四版
（FHIR Release 4）を発表（2019年初め）

 共同声明概要：
• 「FHIRに対し、相互互換性のため包括的、安全、かつ意味拡張可能
な仕様を定義するため、他の規格からの概念とベストプラクティスを
構築する」

Health Data 

Management

https://ww

w.healthda

tamanage

ment.com/

news/tech-

giants-

reaffirm-

support-

for-fhir-

interopera

bility-

standard
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ヘルス
ケア

中国 2-C1 全国電波
干渉標準化
技術委員会
の第3セッ
ションの
最初の会議

7月1日 全国電波干渉標準化技術委員会は情報技術機器、マルチメディア機器
および受信機に関する電磁両立性小委員会を開催（6月26日＠北京）

 実施概要：
• 認証改革や電磁気技術に関する議論や、複合機器のEM試験ディス
プレイ、xDSL広帯域インパルスの耐性試験、短距離RF妨害耐性
試験などの技術に関する情報交換を実施

 参加者：
• Zheng Junqi国務省国家情報局情報技術・自動化標準部長、

Zhao Xinhua国家電波干渉標準化技術委員会の事務局長ら
44人のメンバーとオブザーバー

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5239

.html

中国 2-C2 「IoT Vital 

Signs 

Awareness 

Devicesの
一般的な
技術要件」
の発表に併
せ、2つの
国内標準
会議および
関連テスト
イベントを
開催

7月9日 「IoT Vital Signs Awareness Devicesの一般的な技術要件」の発表に
併せ、2つの国内標準会議および関連テストイベントを開催
（7月4日～5日＠北京）
 「IoTバイタルサイン認識デバイスの一般的な技術要件」（20181805-T-469）およ
び「IoTバイタルサイン認識デバイスのデータインタフェース仕様」（20181806-T-

469）規格のセミナーとバイタルサインセンシング機器テストイベントを開催
 標準会議実施概要：

• 参加ユニットがデータ収集、測定、処理、保存、通信、その他の機能
などの技術的な内容について詳細に議論。内容の標準化に際しての
標準作業区分と次の作業計画を決定

• アクティブヘルスIoT標準化の秩序ある発展のための優れた基盤構築
のためシステム参照モデル、標準システムフレームワーク、およびア
クティブヘルスIoTの標準プロジェクト提案についても議論

 参加者：
• 華為ターミナル有限公司、安徽華美情報技術有限公司、太康保険集
団有限公司、BOE健康技術有限公司を含む31機関企業から計57人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5281

.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C3 小さな町に
おける環境
変革と標準
化実践事例
のパノラマ
分析 -

"Beautiful 

Cross 

Street"

7月15日 東華大学環境芸術デザイン研究所による浙江省台州市の恒街の総合環
境改善プロジェクトを紹介
 東華大学環境芸術デザイン研究所は、模範的な町作りをコンセプトに、浙江
省台州市の恒街の総合環境改善プロジェクトを実施

 策定されたガイドライン：
• 「浙江省台州市陸橋区街市環境修復工事ガイドライン（景観）」
• 「浙江省台州市陸橋区環境整備工事ガイドライン」
• 「浙江省泰州市陸橋区街市（景観）環境修復工事ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区街市道路補強の技術ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区鎮江町農村公衆トイレ建設ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区街市農村廃棄物処理および改修の建設
ガイドライン」

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtbzhzs/18

58.jhtml

中国 2-C4 電気電子製
品における
有害物質の
使用制限の
ための適合
性評価シス
テムの実施
準備に関す
る発表会を
実施

7月18日 「電気電子製品における有害物質の使用制限のための適合性評価
システム」の実施準備に関する発表会を実施（7月9日＠北京）
 本会は、電気電子製品における有害物質の使用制限のための適合性評価シ
ステムの実施取り決めの発表後、最初の発表会であり、2019年11月には、
適合性評価システムが正式に実施される予定

 実施概要：
• 中国電子技術標準化研究院 中国品質認証センター、中国情報
通信研究所の専門家が、規格と適合性評価、認証規則、宣言プ
ラットフォームの関連コンテンツを共有

• 参加者が、「電気電子製品における有害物質の使用制限の管理
ディレクトリ（第一回）」と関連する適合性評価システムの解釈文書
を共同で議論し、意見を求めるための業界向けの諮問草案を作成

 参加者：
• 協会、製造会社、試験/認証機関、大学、大学の専門家、国内外の
関連業界の代表者等、計300名以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5314

.html

1095

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（13/17）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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ヘルス
ケア

中国 2-C5 中国自動化
社会人工知
能技術と産
業応用委員
会のキック
オフ会議が
北京で開催

7月24日 中国自動化社会人工知能技術と産業応用委員会のキックオフ会議を北
京で開催（7月23日@北京）

 参加者：
• Xu Peng産業情報技術部科学技術部部長、Zhang Nan中国自動化
協会事務総長、Shi Hongfang副事務総長、Liu Zhe中国電子技術標
準化協会副学長、有名大学・研究機関、会社の専門家等、
計30人以上

 討議内容：
• Xu Peng所長が、人工知能と実体経済の統合を促進するために産業
情報技術部によって行われた関連作業を紹介

• Zhang Nan事務局長が開発の歴史、一般的な状況、事業範囲を紹介
• Li Yuxin特別委員会事務局長が作業報告書を作成し、特別委員会の
基本状況、事務局の関連部署の作業、および特別委員会のフォロー
アップ作業計画を伝達

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5357

.html

中国 2-C6 家庭用レン
ジフードの
知的評価の
標準化の
ための基準
の勧誘に
関する中国
国家標準化
協会の通知
（コメント用
ドラフト）

7月26日 中国規格協会、中国家庭用電化製品研究所及び関連部門は、中国規格
協会規格「家庭用レンジフードのインテリジェント評価のための技術仕様」
を起草し、コメント募集中 （8月27日締切）
 中国国家標準化協会(CAS)宛てに「意見要約書」の提出を要請

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtxhtz/186

6 jhtml
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http://www.china-cas.org/zxdtxhtz/1866.jhtml
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参照#
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C7 ワイヤレス
折りたたみ
式手持ち
ドライ真空
掃除機の
技術仕様に
関する中国
規格協会の
規格の勧誘
に関する中
国国家規格
協会の通知
（コメント用
ドラフト）

7月31日 中国規格協会、中国家庭用電化製品研究所及び関連部門は、中国規格
協会規格「ワイヤレス折りたたみ式手持ちドライ真空掃除機技術仕様」を
起草し審議草案を完成させ、コメント募集中（8月30日締切）
 中国国家標準化協会(CAS)宛てに「意見要約書」を提出を要請

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtxhtz/186

8 jhtml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（15/17）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhtz/1868.jhtml
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参照#
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

マレー
シア

2-A1 Gobind通信
マルチメディ
ア大臣は、
5Gは安全な
場合にのみ
導入される
べきと言及、
通信会社に
ネットワーク
共有を要求

7月29日 Gobind Singh Deo通信マルチメディア大臣は、5Gが必要な安全基準を
満たすまでは、マレーシアにて当規格を展開しないと発言
 通信マルチメディア委員会（MCMC）は、産業用無線通信インフラからの電磁場
（EMF）放出に関する必須規格を発行

 Gobind Singh Deo通信マルチメディア大臣は、すべての企業界関係者に対して、
指定された安全制限を確実に遵守するため現場測定を実施し報告することを要
請。サービスプロバイダーに対しては、5Gをマレーシア人に提供するために協力
するよう要請

The Star 

Online

https://ww

w.thestar c

om.my/tec

h/tech-

news/2019

/07/29/gob

ind-5g-

safe/
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向

ヘルスケア分野関連記事詳細（16/17）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/07/29/gobind-5g-safe/
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O1 ロボットが
病院の虫を
排除 -

IERA 

Award 

2019

7月18日 第15回イノベーション・起業家精神賞（IERA賞)をデンマークの
Blue Ocean Robotics社の「UVD Robot」が受賞(6月18日)

 UVD Robot概要：
• 病院内を自律走行するコラボレーティブロボット
• 濃縮されたUV-C光を放射し自律的に消毒することで、病院内のバク
テリアや有害な微生物を除去

• UVD Robotの走行により病院は99.99％の消毒率を保証可能
 IERA賞概要：

• ロボット工学において世界で最も権威のある賞の1つ
• 国際ロボット連盟（IFR）とIEEEロボティクス・アンド・オートメーション
協会（IEEE / RAS）が共同で受賞実施

International 

Federation of 

Robotics（IFR）

https://ww

w.ifr.org/ifr

-press-

releases/

2-O2 機能回復
ロボットの
安全性に
関する国際
標準が発行
されました

7月23日 機能回復ロボットの安全性に関するIEC規格及び手術ロボットの安全性
に関するIEC規格が発行

 機能回復ロボット（*）の安全性に関する規格：
• 名称：IEC 80601-2-78：2019 Medical electrical equipment 

— Part 2-78: Particular requirements for basic safety and 

essential performance of medical robots for rehabilitation, 

assessment, compensation or alleviation

• 日本が規格策定、立案を行い、委員会において主査を獲得
 手術ロボットの安全性に関するIEC規格：

• 名称：IEC 80601-2-77：2019 Medical electrical equipment 

- Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and 

essential performance of robotically assisted surgical equipment
＊機能回復ロボット：運動機能等の機能回復を意図したロボット
医療機器

経済産業省 https://ww

w.meti.go j

p/press/20

19/07/201

90723001/

20190723

001.html
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向

ヘルスケア分野関連記事詳細（17/17）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ifr.org/ifr-press-releases/
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190723001/20190723001.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 RAS最新
技術委員会
- 自律シス
テムの検証

7月12日 RASは自律システムに関する技術委員会Verification of Autonomous 

Systemsを新規設立
 委員会概要：

• 自律システムを検証するためのツールと技法の開発を目的として設立
• 自律システムの検証基準及び認証プロセスの整備を含むテーマを
取り扱う予定

IEEE

Robotics＆
Automation 

Society

https://ww

w.ieee-

ras org/ab

out-

ras/latest-

news/1481

-ras-

newest-

technical-

committee-

verification

-of-

autonomo

us-

systems

米国 3-U2 SAE 

Internation

al’s 

Innovations 

in Mobility
の登録
受付中

7月11日 SAEはSAE International's Innovation Mobilityを開催予定
（10月29～31日＠ミシガン、米国）

 イベント概要：
• モビリティに関する以下5つの技術テーマに関し、40以上の講演を実
施予定
• Automated and Unmanned Mobility

• Advanced Propulsion

• Smart Mobility and Infrastructure 

• Smart Manufacturing

• Next Gen Materials

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/07/registr

ation-now-

open-for-

sae-

internation

al%E2%80

%99s-

innovation

s-in-

mobility

米国 3-U3 IoTワーク
ショップ
レポート

7月8日 NISTは、4月3～4日に行われたIoTのワークショップに関するレポートを
発行

 概要：
• NISTのPublic Safety Communications Research Program(PSCR)
は、IoTに関するワークショップを開催（4月3～4日）

• パブリックセーフティ領域におけるIoT技術、相互運用性、IoT及び
センサー統合に関する標準に焦点

米国標準
技術局 （NIST）

https://ww

w.nist gov/

publication

s/internet-

things-

workshop-

report
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（1/8）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ieee-ras.org/about-ras/latest-news/1481-ras-newest-technical-committee-verification-of-autonomous-systems
https://www.sae.org/news/press-room/2019/07/registration-now-open-for-sae-international%E2%80%99s-innovations-in-mobility
https://www.nist.gov/publications/internet-things-workshop-report
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 全国電波
干渉標準化
技術委員会
の第3セッ
ションの
最初の会議

7月1日 全国電波干渉標準化技術委員会は情報技術機器、マルチメディア機器
および受信機に関する電磁両立性小委員会を開催（6月26日＠北京）

 実施概要：
• 認証改革や電磁気技術に関する議論や、複合機器のEM試験ディス
プレイ、xDSL広帯域インパルスの耐性試験、短距離RF妨害耐性
試験などの技術に関する情報交換を実施

 参加者：
• Zheng Junqi国務省国家情報局情報技術・自動化標準部長、

Zhao Xinhua国家電波干渉標準化技術委員会の事務局長ら
44人のメンバーとオブザーバー

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5239

.html

中国 3-C2 全国グリー
ンファクト
リープロ
モーション
連盟第1回
評議会
第3回会議
が開催

7月8日 全国グリーンファクトリープロモーション連盟第1回評議会第3回会議が
開催（＠北京）

 討議内容：
• 中国におけるグリーンファクトリーの創造状況と開発提案について議
論し、以下の観点からグリーンファクトリー創造の発展の推進を提案
① グリーンファクトリーの戦略的計画を重視し、グリーンファクトリー

の包括的発展を促進
② 主要なグリーンテクノロジー革新を強化し、積極的に国際交流と

協力を実施
③ グリーンファクトリーの標準システムを改善し、産業ごとに標準の

改訂を実施
④ グリーンファクトリー関連の管理メカニズムに関する研究を促進
⑤ グリーンファクトリーポリシー基準の推進を強化し、全国で広報

活動を実施
 参加者：

• 省情報産業省エネルギー総合利用部、中国鉄鋼協会、中国石油
化学工業連盟、中国建材連盟、中国電子省エネルギー技術連盟、
中国機械生産性向上センターなどの代表者、計17人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5280

.html

1102

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（2/8）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201907/5239.html
http://www.cesi.cn/201907/5280.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C3 全国グリー
ンファクト
リープロ
モーション
連盟会議お
よび2019年
グリーンファ
クトリー創造
フォーラムを
開催

7月10日 全国グリーンファクトリープロモーション連盟会議及び2019年グリーン
ファクトリー創造フォーラムを開催（7月30日＠蘇州）

 会議内容：
• グリーンファクトリー創設作業フェーズの概要と次の作業計画
• 専門家による基調講演
• グリーンファクトリー事例紹介
• 第三者評価機関による評価照明
• 典型的な産業におけるグリーンファクトリーの創設に関する報告
• 企業のグリーン製造技術に関する経験の共有

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5289

.html

中国 3-C4 中国初の産
業用APPコ
ンバージェ
ンスプラット
フォームが
正式に発表

7月23日 第15回南京ソフト博覧会において産業用APPコンバージェンスプラット
フォームをリリース（7月19日）

 背景：
• 2018年末から産業用APPコンバージェンスプラットフォームの構築を
開始し、全当事者のリソースを統合

• プラットフォーム需要調査、商標およびドメイン名登録、プラットフォー
ム機能設計、産業用APPコンテンツレビュー、標準スクリーニングを
完了し、リリース

 産業APP概要：
• 産業用APPの開発促進と需要と供給のドッキングの促進に役立つ

5つの主要機能を含む
 参画企業：

• 現行、プラットフォーム上の全国産業用APPは1,487

• 今年末までに15,000の産業用APPを集めることを目指す

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5348

.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（3/8）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201907/5289.html
http://www.cesi.cn/201907/5348.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（4/8）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C5 貴州省航空
宇宙電気
有限公司と
技術サービ
スに関する
合意を締結

7月24日 中国電子技術標準化研究院は貴州省航空宇宙電気有限公司と技術
サービスに関する合意を締結（7月20日）

 背景：
• 協力枠組み協定の締結（2017年2月）以来、双方は、標準化の分野
で多くの協力を実施

 目的：
• 双方の協力の可能性をさらに深め、双方の優れたリソースを十分に
発揮させる

• 戦略的協力の枠組みの下で技術サービスについて合意することで、
部品の標準化やインテリジェントマニュファクチャリングなどの関連
分野をカバーし、協力内容をさらに明確化

 参加者：
• Yang Jianjun中国電子技術標準化研究院副所長、Zou Zuotao貴州
航空宇宙電器有限公司副社長、Wang Xu貴州航空宇宙電器有限
公司上海研究所副所長

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www

.cesi cn/2

01907/53

58.html

中国 3-C6 中国自動化
社会人工
知能技術と
産業応用
委員会の
キックオフ
会議が北京
で開催

7月24日 中国自動化社会人工知能技術と産業応用委員会のキックオフ会議を
北京で開催（7月23日@北京）

 参加者：
• Xu Peng産業情報技術部科学技術部部長、Zhang Nan中国自動化
協会事務総長、Shi Hongfang副事務総長、Liu Zhe中国電子技術
標準化協会副学長、大学・研究機関、企業専門家等、計30人以上

 討議内容：
• Xu Peng所長が、人工知能と実体経済の統合を促進するために産業
情報技術部によって行われた関連作業を紹介

• Zhang Nan事務局長が開発歴史、一般的な状況、事業範囲を紹介
• Li Yuxin特別委員会事務局長が作業報告書を作成し、特別委員会の
基本状況、事務局の関連部署の作業、および特別委員会のフォロー
アップ作業計画を伝達

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www

.cesi cn/2

01907/53

57.html再掲

http://www.cesi.cn/201907/5358.html
http://www.cesi.cn/201907/5357.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

タイ 3-A1 タイ工業規
格局(TISI)
局長が産業
振興局が主
催「タイ王国
産業博覧会
2019」に
出席

7月1日 タイ工業規格局（TISI）局長のWanchai Phanomchai氏が産業振興局が
主催「タイ王国産業博覧会2019」に出席（6月28日）
 イベントでは、「TI Expo 2019」をテーマにディスカッションが行われ、起業家代表

Min-Peach Yiwatamontri氏の発表の後に、参加者がビジネス経験を共有

タイ工業規格局
（TISI）

https://ww

w.tisi go.th

/news/deta

ils/176/

ベト
ナム

3-A2 スマートプロ
ダクション
- ベトナム
企業の
新たな機会

7月3日 ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）が、台湾生産性センターと
スマートプロダクションに関する経験を共有（7月3日）

 訪問目的：
• 台湾企業の商業生産の経験のベトナムへの伝達及び、SATMEQと
の協力を通じたベトナム企業の生産ニーズの理解

 参加者：
• ベトナム側：

STAMEQ副部門長ハミンヒープ氏及び関連部門の代表者
• 台湾側：

Kuo-Ming Wang氏（台湾生産性センター（CPC）マネージング
ディレクター）、Chien-Fei Chang氏（CPCリージョナルオフィス
ディレクター）、Jui-Fang Liang氏（Accute Xテクノロジ担当副社長）、
Chih-Hsiung Lin氏（Joyontek ジェネラルディレクター） 等

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/07/san-

xuat-

thong-

minh-co-

hoi-moi-

cho-

doanh-

nghiep-

viet-nam/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（5/8）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.tisi.go.th/news/details/176/
https://tcvn.gov.vn/2019/07/san-xuat-thong-minh-co-hoi-moi-cho-doanh-nghiep-viet-nam/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

マレー
シア

3-A3 世界銀行が
テレコミュニ
ケーション
分野の向上
における
マレーシア
の取り組み
を評価

7月6日 世界銀行が、マレーシア経済に関する最新報告書において、マレーシア
政府による電気通信部門の取り組みを評価
 2018年10月の通信マルチメディア委員会（MCMC）によるアクセスプライシング
の必須規格（MSAP）により、高速ブロードバンドサービスの価格が平均49％
減少

 ダウンロード速度が100 Mbpsを超える固定ブロードバンド契約数は、2018年に
は2017年の15万5000人から8倍から120万人に増加

 マレーシアの平均固定ブロードバンド速度は、2018年1月の22.5 Mbpsから2019
年5月には、世界平均の59.6 Mbpsを上回る68.5 Mbpsへと加速

 全国ファイバー化及び接続性計画（NFCP）の下で、MCMCは、マレーシア
が人工知能、ロボット工学、ビッグデータ、仮想工学などの破壊的な技術を
もたらした第4次産業革命を先導するため、デジタル接続性の手頃な価格、
品質及びアクセス性を改善することを計画

Malaymail https://ww

w.malaym

ail.com/ne

ws/malaysi

a/2019/07/

06/world-

bank-

recognised

-

malaysias-

effort-in-

uplifting-

telecommu

nications-

sect/17689

46

インド
ネシア

3-A4 国家標準化
庁 （BSN）と
ULがセキュ
リティ標準
ワークショッ
プを開催

7月10日 インドネシア国家標準化庁 （BSN）とULがセキュリティ標準ワークショップ
を開催（7月9日～10日＠ジャカルタ）

 テーマ：
• インドネシアの国家及び地域のプライオリティをサポートする

BSN及びULのセキュリティ標準
 内容：

• インドネシア、ASEAN地域の火災、電気、スマートシティのセキュリ
ティに関する標準に関する専門家からのプレゼンテーション

 BSN長官 開会式時発言要旨：
• 「スマートシティ標準の策定とその適用はBSNの優先事項である」

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

247/bsn-

dan-ul-

gelar-

workshop-

standar-

keamanan
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（6/8）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/07/06/world-bank-recognised-malaysias-effort-in-uplifting-telecommunications-sect/1768946
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10247/bsn-dan-ul-gelar-workshop-standar-keamanan
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

インド
ネシア

3-A5 ACCSQ
フォーラム
における
BSNの積極
的な役割

7月16日 インドネシア国家標準化機構（BSN）がACCSQ （ASEAN規格品質諮問
委員会）の第51回総会に出席（7月8日~12日＠クアラルンプール）

 今後インドネシアが対応すべき事項：
• 電子商取引/デジタル取引に関する作業部会および化学に関する作
業部会の設立のためのセクターコーディネーターの決定

• 1998年相互承認協定の枠組み協定のレビュー（MRA）の完了に関連
するオンラインディスカッションプロセスの準備

• 2019年9月に予定される自動車に関するMRAへの署名
• ジャカルタで開催されるビル・建設作業部会でのインドネシアのポジ
ションの準備

• 第4次産業革命、デジタルトレード、スマートシティに関するACCSQの
貢献を含む、次回会議のためのインドネシアのポジションの準備

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

277/peran-

aktif-bsn-

dalam-

forum-

accsq-

マレー
シア

3-A6 Gobind通信
マルチメディ
ア大臣は、
5Gは安全な
場合にのみ
導入される
べきと言及、
通信会社に
ネットワーク
共有を要求

7月29日 Gobind Singh Deo通信マルチメディア大臣は、5Gが必要な安全基準を
満たすまでは、マレーシアにて当規格を展開しないと発言
 通信マルチメディア委員会（MCMC）は、産業用無線通信インフラからの電磁場
（EMF）放出に関する必須規格を発行

 Gobind Singh Deo通信マルチメディア大臣は、すべての企業界関係者に対して、
指定された安全制限を確実に遵守するため現場測定を実施し報告することを
要請。サービスプロバイダーに対しては、5Gをマレーシア人に提供するために
協力するよう要請

The Star 

Online

https://ww

w.thestar c

om.my/tec

h/tech-

news/2019

/07/29/gob

ind-5g-

safe/

1107

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（7/8）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10277/peran-aktif-bsn-dalam-forum-accsq-
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/07/29/gobind-5g-safe/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 ロボットが
病院の虫を
排除 -

IERA 

Award 

2019

7月18日 第15回イノベーション・起業家精神賞（IERA賞)をデンマークの
Blue Ocean Robotics社の「UVD Robot」が受賞(6月18日)

 UVD Robot概要：
• 病院内を自律走行するコラボレーティブロボット
• 濃縮されたUV-C光を放射し自律的に消毒することで、病院内のバク
テリアや有害な微生物を除去

• UVD Robotの走行により病院は99.99％の消毒率を保証可能
 IERA賞概要：

• ロボット工学において世界で最も権威のある賞の1つ
• 国際ロボット連盟（IFR）とIEEEロボティクス・アンド・オートメーション
協会（IEEE / RAS）が共同で受賞実施

International 

Federation of 

Robotics（IFR）

https://ww

w.ifr.org/ifr

-press-

releases/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（8/8）

テーマ別情報詳細

再掲

スマートマニュファクチャリング

https://www.ifr.org/ifr-press-releases/
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モビリ
ティ

英国 4-E1 BSIは顧客
のために
ドローン
技術を展開

7月2日 BSIは、3Dモデリングサービス提供に向け、vScenarioと提携を開始
 概要：

• BSIは、最新のドローン技術と3Dモデリングにより、検査報告、リアル
タイムのビデオ映像、2Dまたは3Dマップ、高解像度画像、熱画像/赤
外線画像、ガス/化学/液体センサー分析等の詳細なデータを収集、
提供、顧客のデータ駆動型意思決定を支援

• 特に、下記の分野においてドローン技術を提供
• 高リスク地域のビジュアルプロット
• 環境監査
• 災害後のイベントの評価と評価
• 修復現場のモニタリングと浄化進捗のデジタル化
• エネルギーシステムのモニタリング（例：太陽電池パネルのひび
割れや露出部品の調査、CO2排出量の測定）

• 建設現場の進捗状況と比較評価
• 農業に関する監視等（例：農作物のモニタリング、汚染物質の侵
入、持続可能な慣行の確保）

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/july/bs

i-

harnesses

-drone-

technology

-for-clients/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/9)

モビリティ分野関連記事詳細（1/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/july/bsi-harnesses-drone-technology-for-clients/
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モビリ
ティ

欧州 4-E2 電気自動車
とハイブリッ
ド自動車：
脆弱な道路
利用者を
保護する
ための騒音
に関する新
規則

7月3日 欧州委員会は、全ての電気自動車及びハイブリット自動車に車両接近通
報装置（AVAS）の取り付けを義務付けるCommission Delegated 

Regulation (EU) 2017/1576を制定
 背景：

• 電気自動車やハイブリッド自動車は静音であるため、視覚障がい者
や自転車利用者等にとっては、発進音が聞こえず危険な場合あり

 Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1576概要：
• Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of 

the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles 

and of replacement silencing systems, and amending Directive 

2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EECの委任規則として
規定

• 全ての新しいタイプの電気自動車及びハイブリット自動車へのAVAS
の取り付けを義務付け（2019年7月1日～）
• UNECEで開発されたAVAS要件に準拠

• 全ての電気自動車に発音装置の取り付けを義務付け
（2021年7月1日～）

 経緯：
• 欧州委員会（EC）は車両安全性の向上について関係者を集めた公開
討議を開催（2017年）

• ECは第三回“Europe on the Move”の下、一般安全規則及び歩行者
の見直しを提案（2018年）

• ECは改訂General Safety Regulationを提案し、承認（2019年）

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

https://ec.e

uropa.eu/g

rowth/cont

ent/electric

-and-

hybrid-

cars-new-

rules-

noise-

emitting-

protect-

vulnerable

-road-

users en
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(2/9)

モビリティ分野関連記事詳細（2/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://ec.europa.eu/growth/content/electric-and-hybrid-cars-new-rules-noise-emitting-protect-vulnerable-road-users_en
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モビリ
ティ

欧州 4-E3 EASAは、
電気及び
ハイブリッド
VTOL機を
認証するた
めの特別な
条件を発表

7月3日 欧州航空安全機関（EASA）は、欧州におけるハイブリット及び電気VTOL
機の安全飛行の条件を定めた”SC-VTOL-01 Special Condition for 

small-category VTOL aircraft"を発表
 背景：

• 2018年10月、草案が公開され、パブリックコメントを募集
 SC-VTOL-01 Special Condition for small-category VTOL aircraft概要：

• 最大乗客数9人、最大認定離陸重量7,000ポンドの小型VTOL航空機
が対象

• "Basic"と"Enhanced"の2つのカテゴリーで、特別条件を設定
• "Basic"：故障発生後、航空機の緊急着陸が可能であることが条件
• "Enhanced"：航空機が元の目的地、又は安全な目的へ着陸する
ことが可能であることが条件

• 混雑地域での運航が予想される場合、又は商用航空機は、
"Enhanced"カテゴリーでの認証が必要

 Jens Hennig氏（vice president of operations, General Aviation

Manufacturers Association (GAMA))発言要旨：
• 「当該条件の発表を大いに歓迎しており、また、EASA及びASTM、

EUROCAE、SAE International等の業界標準化団体と協力して、
新しい条件に準拠するための手段を開発している」

Rotor & Wing 

International

https://ww

w.rotorand

wing.com/

2019/07/0

3/easa-

releases-

special-

condition-

certifying-

vtol-

aircraft/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(3/9)

モビリティ分野関連記事詳細（3/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.rotorandwing.com/2019/07/03/easa-releases-special-condition-certifying-vtol-aircraft/
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モビリ
ティ

欧州 4-E4 「つながる
車」通信規
格で5Gに道、
EUがWiFi
案否決

7月5日 EUは、コネクティッドカーの通信規格に関し、欧州委員会のWi-Fiベース
案を否決（7月4日）

 背景：
• コネクティッドカーの通信技術に関し、自動車やハイテク業界で意見
が対立、欧州委員会（EC）はWi-Fiベースの規格を提案

• Wi-Fi支持派：Wi-Fiは既に利用可能かつ道路安全に資する旨を主張
• フォルクスワーゲン、ルノー、トヨタ、ＮＸＰ、等

• 5Ｇ支持派：エンターテイメントや交通データ、ナビゲーション等の
幅広い分野への応用を主張
• ＢＭＷ、クアルコム、ダイムラー、フォード、ＰＳＡグループ、
ドイツテレコム、エリクソン、華為技術、インテル、サムスン電子、等

 概要：
• EUで投票が行われ、ドイツやフランス、イタリアなど21カ国がECが
提案するWi-Fiベース案に反対

Reuters https://jp.re

uters.com/

article/eu-

autos-

tech-

idJPKCN1

TZ1SM

ドイツ 4-E5 充電式電気
化学電池 -
低放出移動
度とエネル
ギー貯蔵の
ための重要
技術

7月10日 欧州委員会（EC）は、安全で持続可能な（グリーンな）電池の生産に影響
を与える主要因についての調査を実施
 同時に、「デザインと使用」の観点から電池の持続可能性を追求

 背景：
• 2018年5月17日、ECは、Communication COM (2018) 293 

"Europe on the move: Sustainable mobility for Europe: safe, 

connected and clean" を発行、電池に関する戦略的行動計画を規定
• Ecodesign Directive 2009/125 / ECを基礎として、国内市場におけ
る環境、エネルギー効率の良い製品の生産を促進

 概要：
• Battery Directive (2006/66 / EC)の定義の下、電気自動車での使用
が想定される「産業用電池」を中心に充電式電気化学電池を調査

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke.de/d

e/news/20

19/wiedera

ufladbare-

elektroche

mische-

batterien
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(4/9)

モビリティ分野関連記事詳細（4/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://jp.reuters.com/article/eu-autos-tech-idJPKCN1TZ1SM
https://www.dke.de/de/news/2019/wiederaufladbare-elektrochemische-batterien
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モビリ
ティ

英国 4-E6 政府は自動
車からの
粒子状物質
とマイクロ
プラスチック
汚染に焦点

7月11日 政府は、自動車業界に対しブレーキ、タイヤ及びロードウェアからの排出
量測定のための規格開発を呼びかけ

 背景：
• 政府は、Clean Air Strategyの下、大気の改善に着手

 概要：
• Air Quality Expert Group (AQEG）は、レポートを発行し、ブレーキや
タイヤからのPM2.5排出量が2030年まで国内全体排出量の10％を
占めることを指摘、早急な対策を呼びかけ

• ThérèseCoffey環境大臣及びMichael Ellis運輸大臣は、自動車業界
に対し、排出量測定の標準開発を求める声明を発表

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov.uk/g

overnment

/news/gov

ernment-

targets-

particulate

-matter-

and-

microplasti

c-pollution-

from-cars

英国 4-E7 世界初の
全家庭に対
する将来的
な電気自動
車充電ポイ
ントの設置

7月15日 政府は、建築規制の変更に関する公開協議において、新築住宅への
電気自動車充電ポイント設置について概説（7月15日）

 背景：
• 政府は、既存住宅への充電ポイント設置費用を最大500ポンド補助、
既に10万箇所の設置を支援

• また、スマート技術利用により、オフピーク充電を促進
 提案概要：

• 専用駐車場を備えた全新築住宅への充電ポイント設置により、充電
の利便性向上、低価格化を実現、英国内での電気自動車普及を促進

• 当該法案は世界初であり、政府のRoad to Zero Strategyの一環と
して、英国の電気自動車インフラストラクチャネットワークの優位性を
確保

• また、2020年春までに、充電ポイントにおける支払いのデビット又は
クレジットカード適用を計画

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov.uk/g

overnment

/news/elec

tric-car-

chargepoi

nts-to-be-

installed-

in-all-

future-

homes-in-

world-first
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https://www.gov.uk/government/news/government-targets-particulate-matter-and-microplastic-pollution-from-cars
https://www.gov.uk/government/news/electric-car-chargepoints-to-be-installed-in-all-future-homes-in-world-first
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モビリ
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欧州 4-E8 ANEC 交通
&モビリティ
WG 

meeting

7月 ANEC Traffic＆Mobility WGは年次総会を開催
（5月27～28日＠ブリュッセル、ベルギー）

 概要：
• 車両の乗客の安全に関連する標準化作業における成果と問題に
ついて議論

• ETSC及びBEUCがゲストとして講演

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n（ANEC）

https://ww

w.anec eu/

publication

s/newslett

ers

1115

【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(6/9)

モビリティ分野関連記事詳細（6/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.anec.eu/publications/newsletters
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モビリ
ティ

英国 4-E9 BSIは、
自動運転車
両で英国の
リーダー
シップを
加速するた
め標準化
プログラム
を開始

7月16日 BSIは、コネクテッドカーと自動運転車（CAV）の安全な展開をサポート
するための標準化プログラムを開始

 目的：
• CAVの安全かつ効果的な展開の促進及び、設計やテスト分野におけ
る英国のリーダシップ獲得を目的として、ガイダンスと技術標準を提供

 体制：
• 運輸省Centre for Connected and Autonomous Vehicles、Innovate 

UK、Zenzicと協力
 概要：

• CAVテストベッドや関連企業等から意見を募るため、クロスステークホ
ルダーアドバイザリーボードを設立、標準が必要となる分野を特定

• 安全性、高度なテスト、データ、サイバーセキュリティ、CAVインフラ
ストラクチャ、人的要因、および自動車両サービスの展開等の分野の
標準化を検討

 今後の予定：
• 2020年前半を目途に、PAS 1880及びPAS 1881を発行予定

• PAS 1880では、無人運転用のポッドから量産車まで、自動運転
車の制御システムの安全性を評価するためのガイドラインを作成
予定

• 自動車両の設計企業が、自社の最終製品、システム、および
コンポーネントの安全性レベルをより確実に評価可能

• PAS 1881では、関係者に対し、CAV試験のリスク及びテストは
適切に管理されており、英国CAVハブであるZenzicによって通知
されることを保証予定

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/july/bs

i-launches-

standards-

programm

e-to-

accelerate

-british-

leadership

-in-

automated

-vehicles/
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https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/july/bsi-launches-standards-programme-to-accelerate-british-leadership-in-automated-vehicles/
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ドイツ 4-E10 ファクト
チェック
-

Bidirection

al Energy 

Flows

7月25日 VDEは、Bidirectional Energy Flowsに関し、標準化等を含む活動に
取り組んでいることを発表

 概要：
• Bidirectional Energy Flowsは、電気を双方向で供給するシステム
モデルであり、電気自動車の普及において重要な概念

• VDEは、Bidirectional Energy Flowsの標準化、ルール設定、製品
テスト開発等に関与

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde.com

/topics-

de/mobility

/aktuelles/f

aktenchec

k-

bidirektion

ale-

energieflu

esse

ドイツ 4-E11 Bidirection

al energy 

flows：
モビリティ
及びエネル
ギー分野に
おける柔軟
性のある
選択におけ
るファクト
チェック

7月25日 VDE Mobilityは、Fact Check: Bidirectional Energy Flowsを発行
（7月24日）

 概要：
• Bidirectional Energy Flowsに関する基本的な概念の定義及び既存
の規制について記載

 その他取り組み概要：
• DKEは、Bidirectional Energy Flows関連ワーキンググループにて検
討を推進（以下、担当委員会抜粋）
• DKE 353.0.101 "Load management when charging electric 

vehicles also taking into account bidirectional energy flow“

• DKE 353.0.401 " Bidirektionales Laden“

• また、VDE Mobility下で、FNN project group "Grid Integration 

Electromobility" が活動

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke.de/d

e/news/20

19/bidirekti

onale-

energieflu

esse-

faktenchec

k-

mobilitaet-

energie

1117

【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(8/9)

モビリティ分野関連記事詳細（8/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.vde.com/topics-de/mobility/aktuelles/faktencheck-bidirektionale-energiefluesse
https://www.dke.de/de/news/2019/bidirektionale-energiefluesse-faktencheck-mobilitaet-energie
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欧州 4-E12 ABBは電気
バスとトラッ
クの市場で
のより高い
相互運用性
をサポート

7月31日 ABB（スイス企業）はEUが支持するASUSUREDコンソーシアムの中で
中心的な役割を果たし、電気バス用充電インフラストラクチャの標準化に
貢献

 ASUSUREDコンソーシアム概要：
• 2017年10月開始に開始された4年間のプロジェクト
• Horizo n 2020 Green Vehiclesプログラムの下、欧州連合が資金
提供

• 都市部の重作業用途向けの高電力充電ソリューションの開発とテスト
を目的として設置

 現在の活動内容：
• 既存のドラフト規格に基づく大型車の自動充電の仕様を概説する
レポート作成

 今後のスケジュール：
• レポートに概説されている標準に基づく適合性及び相互運用性テスト
の開発を目的として、IDIADA社（スペインの気動車企業）のテスト
ハウスでの管理下、テストを開始予定
（2019年第4四半期＠バルセロナ）

• 実環境下における充電器と自動車の相互運用性の実証
（2020年～2021年：＠ヨーテボリ、バルセロナ、オスナブリュック）

Voltimum https://ww

w.voltimu

m co uk/art

icles/abb-

supports-

greater-

interopera

bility
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https://www.voltimum.co.uk/articles/abb-supports-greater-interoperability
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米国 4-U1 自動車
ディーラー
はコロラドが
汚染の少な
い自動車
規格を採用
する動きと
戦い続ける
ことを誓う

7月9日 米Colorado Automobile Dealers Association（CADA）は、コロラド州
が大気汚染の少ない自動車規格を採用する動きに関し、異議を表明

 概要：
• コロラド州は、最終的にカリフォルニア州が採用するゼロエミッション
規制の適用を検討

• CADAは、規制が適用された場合に自動車ディーラーが被る経済的
打撃を主張

The Colorado 

Sun

https://colo

radosun.c

om/2019/0

7/09/auto-

dealers-

say-judge-

is-wrong-

to-dismiss-

its-lawsuit-

fighting-

colorados-

lev-law/

米国 4-U2 米24知事、
トランプ政権
の燃費規制
緩和に対抗

7月10日 カリフォルニア州等の米国知事24人は、自動車燃費規制の大幅な緩和を
目指すトランプ政権に対抗するとの誓約文書を発表（7月9日）

 背景：
• 米国では、運輸部門が最大の二酸化炭素（CO2）排出源
• カリフォルニア州は自動車メーカーに一定割合の電気自動車（EV）の
販売を義務付ける等、政府より厳しい大気汚染規制を実施、
一部の州が追随。政権側はこうした独自規制の撤廃も要求

 概要：
• 文書には、協力な規制がコミュニティーを不要な大気汚染と燃料代
から守る旨が記載

• 地球温暖化対策のためにオバマ前政権が定めた厳しい規制の遵守
を要求

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXMZO47

184190Q9

A710C1FF

2000/
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https://coloradosun.com/2019/07/09/auto-dealers-say-judge-is-wrong-to-dismiss-its-lawsuit-fighting-colorados-lev-law/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47184190Q9A710C1FF2000/
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米国 4-U3 米国の議員、
ドローンリ
モートIDの
遅延による
不満を表明、
「今年の夏」
と標準委員
長が主張

7月10日 米下院運輸インフラ整備委員会の委員は、Elaine Chao運輸省長官に
対し、書簡を送付

 概要：
• 連邦航空局に対し、無人航空機（UAS）の遠隔識別を行うリモートID
に関する規制発行の遅延を指摘、早急なnotice of proposed 

rulemaking (NPRM)の策定を提案
 書簡に対する反応：

• リモートIDに関するASTM規格の発行を担当する委員会の委員長は、
夏の終わりまでに終了する必要があると述べ、委員会は規格の重要
性を認識している旨を報告

drone life https://dro

nelife com/

2019/07/1

0/u-s-

lawmakers

-express-

frustration-

with-

drone-

remote-id-

delay-this-

summer-

says-

standards-

committee-

chair/

米国 4-U4 RAS最新
技術委員会
- 自律シス
テムの検証

7月12日 RASは自律システムに関する技術委員会Verification of Autonomous 

Systemsを新規設立
 委員会概要：

• 自律システムを検証するためのツールと技法の開発を目的として設立
• 自律システムの検証基準及び認証プロセスの整備を含むテーマを
取り扱う予定

IEEE

Robotics＆
Automation 

Society

https://ww

w.ieee-

ras org/ab

out-

ras/latest-

news/1481

-ras-

newest-

technical-

committee-

verification

-of-

autonomo

us-

systems
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https://dronelife.com/2019/07/10/u-s-lawmakers-express-frustration-with-drone-remote-id-delay-this-summer-says-standards-committee-chair/
https://www.ieee-ras.org/about-ras/latest-news/1481-ras-newest-technical-committee-verification-of-autonomous-systems
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モビリ
ティ

米国 4-U5 SAE 

Internation

al’s 

Innovations 

in Mobility
の登録
受付中

7月11日 SAEはSAE International's Innovation Mobilityを開催予定
（10月29～31日＠ミシガン、米国）

 イベント概要：
• モビリティに関する以下5つの技術テーマに関し、40以上の講演を
実施予定
• Automated and Unmanned Mobility

• Advanced Propulsion

• Smart Mobility and Infrastructure 

• Smart Manufacturing

• Next Gen Materials

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/07/registr

ation-now-

open-for-

sae-

internation

al%E2%80

%99s-

innovation

s-in-

mobility

米国 4-U6 Iteris（ITI）
はインテリ
ジェント交通
システム用
の参照アー
キテクチャを
サポート
するため、
FHWAから
の追加タス
クオーダー
資金により
2.95百万ド
ルの資金を
確保

7月16日 Federal Highway Administration（FHWA）は、Iterisに対し、
intelligent transportation systems (ITS) 参照アーキテクチャ開発
プログラムの資金を提供

 概要：
• Interisは、ITS及びCAVの到来に備え、Architecture Reference for 

Cooperative and Intelligent Transportation (ARC-IT) の進化を
促進

• また、Interisは、ワークショップ、トレーニング、及び技術支援を通じ、
州全体及び地域におけるITSの計画策定、規格の開発及び国際標準
との整合性の調整を支援

Street Insider https://ww

w.streetins

ider.com/C

orporate+

News/ teris

+%28ITI%

29+Secure

s+%242.9

5M+in+Ad

ditional+Ta

sk+Order+

Funding+fr

om+FHWA

+to+Suppo

rt+Referen

ce+Archite

cture+for+I

ntelligent+

Transporta

tion+Syste

ms/15705

372.html
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https://www.sae.org/news/press-room/2019/07/registration-now-open-for-sae-international%E2%80%99s-innovations-in-mobility
https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Iteris+%28ITI%29+Secures+%242.95M+in+Additional+Task+Order+Funding+from+FHWA+to+Support+Reference+Architecture+for+Intelligent+Transportation+Systems/15705372.html
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モビリ
ティ

米国 4-U7 Open 

Mobility 

Foundation
が都市、
ソフトウェア、
規格につい
て語って
いること

7月18日 ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ等15都市が、Open 

Mobility Foundation（OMF）を設立
 背景：

• ロサンゼルスは、自転車、スクーター、その他マイクロモビリティを管
理の一連のAPIであるMobility Data Specification（MDS）を
発表

 OMF概要：
• Mobility Data Specification（MDS）の管理を中心に、オープンソース
のモビリティツールに関するガバナンス構造を作成するオープンソー
スのソフトウェア基盤として設立
• 5000以上の公共及び民間セクターのメンバーを要する標準化団
体OASIS-Openが主体となり、運営

• セキュリティ、IoT、クラウドコンピューティング、エネルギー、
コンテンツテクノロジー、危機管理、モビリティ等に関する世界標準を
作成

Forbes https://ww

w.forbes c

om/sites/s

eletareynol

ds/2019/0

7/18/why-

the-open-

mobility-

foundation

/#3dd72c2

74eb3

米国 4-U8 MOBIは、
初のブロッ
クチェーン
対応の
Vehicle 

Identity
（VID）
モビリティ
標準を発表

7月22日 Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI)は、Groupe Renault、
Ford、BMW等と共同で、業界初のブロックチェーン技術を組み込んだ
車両識別（VID）規格を発表
 分散型モビリティサービス及びスマートシティ実現に向け、前進

 MOBI概要：
• ブロックチェーン、分散元帳、および消費者、スマートシティ、および
モビリティのための関連技術の標準化を目指す世界的な非営利団体

 今後の予定：
• 製品定義、所有履歴、および車両のライフサイクルにおける重要なイ
ベントのログが追加され、車両及びデータ利用の、マスターレコードが
作成される予定

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/07/mobi-

rolls-out-

the-first-

blockchain

-enabled-

vehicle-

identity-

vid-

mobility-

standard
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https://www.forbes.com/sites/seletareynolds/2019/07/18/why-the-open-mobility-foundation/#3dd72c274eb3
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モビリ
ティ

米国 4-U9 インドでの
USTDA、
ANSI＆CII
ワークショッ
プはクリー
ンエネル
ギーを
強調：データ
センターと
グリーンビ
ルディング

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップを開催
（7月15～16日＠インド、ハイデラバード）

 SCCP フェーズII概要:

• 米国とインドの官民部門連携を促進するための包括的なプロジェクト
• スマートで持続可能な都市、水と衛生、及びクリーンエネルギーの3つ
の分野において、規格、適合性評価、及び技術的規制に関する協力
を強化

• USTDAが支援し、インド工業連盟（CII）とANSIが中心となり、運営
 概要：

• 全6部で構成されるSCCP フェーズIIワークショップの第3部
• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のクリーンエネルギー
関係者70名以上が集まり、データセンターとグリーンビルディングの
成功及び課題を振り返り、国際規格や法規制への対応強化を議論

• ワークショップは、Bureau of Indian Standards（BIS）と共催
 ハイライト：

• 米国とインドの建物におけるエネルギー効率向上のためのガイドブッ
クBuildings Innovation Guide (BIG)を正式に発表
• 米国エネルギー省（DOE）が資金提供を行い、Lawrence 

Berkeley National Labの研究者が作成
• ハイデラバード、ムンバイ、デリー、トリバンドラム、及びバンガロール
の5都市で開催される「BIGathon」イベントを通じ、インド国内でBIGを
普及予定

米国規格協会
（ANSI）

Construction 

Week Online

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

c194546c-

4c75-

4985-

ad6e-

82af811cb

af1

https://ww

w.construc

tionweeko

nline.in/pro

jects-

tenders/10

491-india-

poised-to-

focus-on-

energy-

efficient-

and-high-

performan

ce-

buildings-

of-the-

future-

says-

building
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/6)

モビリティ分野関連記事詳細（14/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=c194546c-4c75-4985-ad6e-82af811cbaf1
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モビリ
ティ

米国 4-U10 米国 –
インド間
SCCP IIが、
スマートシ
ティ支援の
ための技術、
標準、建築
基準に関す
るワーク
ショップを
ニューデ
リーにて
開催

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップへの参加を呼びかけ
（7月10～11日＠インド、ニューデリー）

 概要:

• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のスマートシティ関係
者80名以上が集まり、スマートかつ持続可能な都市及びインドの建築
基準について議論

• インドでの洪水と干ばつ被害に関連し、建築基準と安全の強化が
急務であることを確認

• また、インドへの外国投資においては、標準の調和、認証、及び
コンプライアンスの遵守が重要となることを強調

 今後の予定:

• 次回SCCP IIワークショップは、スマートシティと5Gネットワーク
テクノロジーをテーマに実施予定（9月5～6日@バンガロール）

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

3c273904-

0716-

4706-

94c9-

83b28305

cbae

米国 4-U11 2019 ANSI 

Unmanned 

Aircraft 

Systems 

Standardiz

ation 

Collaborati

ve Meeting
の登録開始

7月22日 ANSIは、メンバーに対しANSI Unmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative Meetingへの登録を呼びかけ
（9月12日＠ワシントンDC）

 概要：
• 当該会議を、Standardization Roadmap for Unmanned Aircraft 

Systemsの改訂第2版の公式キックオフとして位置づけ
• スペクトル、都市間の空中移動、レクリエーション活動等のテーマを
含むコンテンツの拡張を行い、2020年6月末に第2版を発行予定

 Unmanned Aircraft Systems Standardization Collaborative (UASSC)
概要：

• 2017年9月に、民間、商業及び公共の分野において、UASを安全に
使用するために必要規格及び適合プログラム開発の促進を目的
として、設立

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

408bbe6b-

a58d-

4995-85f7-

9f35b2496

095
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(6/6)

モビリティ分野関連記事詳細（15/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=3c273904-0716-4706-94c9-83b28305cbae
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=408bbe6b-a58d-4995-85f7-9f35b2496095
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中国 4-C1 Tian 

Shihong氏
がフォルク
スワーゲン
グループの
取締役会
会長と会談

7月2日 市場監督総局副理事長兼国家標準化委員会長のTian Shihong氏が
フォルクスワーゲングループの取締役会会長Diss氏と会談（7月1日）

 討議内容：
• 開発、標準化、安全性とリコール、電気自動車の認証と市場アクセス、
インテリジェントネットワークに関する問題

 参加者：
• 市場監督総局品質開発局、標準技術部およびフォルクスワーゲン
グループ（中国）関係者

国家市场监督
管理总局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/jg/zjld/ts

h/zyhd/201

907/t2019

0702 303

150.html

中国 4-C2 ISOが新し
い国際規格
ISO 37122
「持続可能
な都市とコ
ミュニティ -
スマートシ
ティ指標」
を発表

7月4日 新しい国際規格ISO 37122「持続可能な都市とコミュニティ –
スマートシティ指標」を紹介
 ISO 37122は、ISO 37120「持続可能な都市とコミュニティ - 都市サービスと生活
の質の指標」を補完するもので、都市サービスの提供と生活の質を評価するため
の主要な指標。同時に、国家間で統一された尺度を提供する標準化された指標
のセットを形成

 国連の持続可能な開発の目標を推進し、より持続可能な世界のための世界的な
ロードマップを達成する際の都市のパフォーマンスを評価する際に有用

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201907/t

20190704

44789.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/16)

モビリティ分野関連記事詳細（16/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.samr.gov.cn/jg/zjld/tsh/zyhd/201907/t20190702_303150.html
https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201907/t20190704_44789.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C3 小さな町に
おける環境
変革と標準
化実践事例
のパノラマ
分析 -

"Beautiful 

Cross 

Street"

7月15日 東華大学環境芸術デザイン研究所による浙江省台州市の恒街の総合
環境改善プロジェクトを紹介
 東華大学環境芸術デザイン研究所は、模範的な町作りをコンセプトに、浙江省台
州市の恒街の総合環境改善プロジェクトを実施

 策定されたガイドライン：
• 「浙江省台州市陸橋区街市環境修復工事ガイドライン（景観）」
• 「浙江省台州市陸橋区環境整備工事ガイドライン」
• 「浙江省泰州市陸橋区街市（景観）環境修復工事ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区街市道路補強の技術ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区鎮江町農村公衆トイレ建設ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区街市農村廃棄物処理および改修の建設
ガイドライン」

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtbzhzs/18

58.jhtml

中国 4-C4 リチウム
電池設備
プロジェクト
チームおよ
びローラー
規格編集
グループ
メンバーの
募集に関す
るお知らせ

7月18日 リチウム電池設備プロジェクトチームおよびローラー規格に係る編集
グループメンバーを募集

 背景：
• 「リチウムイオン電池用ロールプレス」の業界標準計画を正式発行
（2018年11月30日）

 中国電子技術標準化研究院のワーキンググループが、業界標準の作成を担当
する「リチウムイオン電池製造装置標準プロジェクトチーム」を設立しており、
プロジェクトメンバーを募集中

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5316

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/16)

モビリティ分野関連記事詳細（17/45）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.china-cas.org/zxdtbzhzs/1858.jhtml
http://www.cesi.cn/201907/5316.html
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中国 4-C5 道路交通お
よび景観照
明施設のリ
チウム電池
基準に関す
る意見募集
のお知らせ

7月23日 道路交通および景観照明施設のリチウム電池基準に関する意見募集の
お知らせ（8月12日まで）
 道路交通や景観照明施設のためのリチウムイオン電池標準ドラフトグループが策
定した、分散型エネルギー貯蔵のための電子業界標準「SJ / T×××××リチウ
ムイオン電池パフォーマンス仕様パート2：道路交通と景観照明施設（2018-

0141T-SJ）」の品質確保のため、全関連部門から意見を募集中

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5349

.html

中国 4-C6 Yu Kai中国
自動車技術
研究セン
ター長が
ヨーロッパを
訪問

7月1日 Yu Kai中国自動車技術研究センター長がジャガーランドローバー、
英国自動車認証局、フィアットクライスラー、プジョーシトロエンを訪問
（6月19日~27日）
 訪問中Yu Kaiセンター長はTEDAオートフォーラムG9フォーラムの準備作業を紹
介、自動車製品認証システム、テストと認証技術、インテリジェントネットワーク
カーポリシー等について議論

 訪問中、Yu Kaiセンター長とDavid Ward Towards Zero財団会長とロンドンの
Global-NCAP本部で協力に関する覚書に署名

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90701/288

29.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/16)

モビリティ分野関連記事詳細（18/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201907/5349.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190701/28829.html
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中国 4-C7

(

貴州省航空
宇宙電気
有限公司と
技術サービ
スに関する
合意を締結

7月24日 中国電子技術標準化研究院は貴州省航空宇宙電気有限公司と技術サー
ビスに関する合意を締結（7月20日）

 背景：
• 協力枠組み協定の締結（2017年2月）以来、双方は、標準化の分野で
多くの協力を実施

 目的：
• 双方の協力の可能性をさらに深め、双方の優れたリソースを十分に
発揮させる

• 戦略的協力の枠組みの下で技術サービスについて合意することで、
部品の標準化やインテリジェントマニュファクチャリングなどの関連
分野をカバーし、協力内容をさらに明確化

 参加者：
• Yang Jianjun中国電子技術標準化研究院副所長、Zou Zuotao貴州
航空宇宙電器有限公司副社長、Wang Xu貴州航空宇宙電器有限
公司上海研究所副所長

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5358

.html

中国 4-C8 全国電波
干渉標準化
技術委員会
の第3セッ
ションの
最初の会議

7月1日 全国電波干渉標準化技術委員会は情報技術機器、マルチメディア機器
および受信機に関する電磁両立性小委員会を開催（6月26日＠北京）

 実施概要：
• 認証改革や電磁気技術に関する議論や、複合機器のEM試験ディス
プレイ、xDSL広帯域インパルスの耐性試験、短距離RF妨害耐性
試験などの技術に関する情報交換を実施

 参加者：
• Zheng Junqi国務省国家情報局情報技術・自動化標準部長、

Zhao Xinhua国家電波干渉標準化技術委員会の事務局長ら
44人のメンバーとオブザーバー

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5239

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/16)

モビリティ分野関連記事詳細（19/45）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201907/5358.html
http://www.cesi.cn/201907/5239.html
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中国 4-C9 Yu Kai中国
自動車技術
研究セン
ター長が海
南省を訪問

7月5日 Yu Kai中国自動車技術研究センター長が海南省を訪問（7月1日~3日）
 訪問中、Shen Danyang海南省人民政府副総裁と詳細な協議を実施

 Shen Danyang海南省人民政府副総裁発言要旨：
• 「海南熱帯高湿テストサイトの建設における世界一流の自動車製品の
テストおよび認証、ならびに自動車業界の将来を見据えた研究開発
プラットフォームの能力に期待」

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90705/288

46.html

中国 4-C10 「省電力・新
エネルギー
自動車技術
ロードマッ
プ」パワー
バッテリー
パネル試験
評価技術
会議を開催

7月11日 「省電力・新エネルギー自動車技術ロードマップ」パワーバッテリーパネル
試験評価技術会議を開催（7月5日＠天津）

 会議実施概要：
• 天津センターの新エネルギー実験研究部のエネルギーシステム部の

Dr Lin Chunjingによる、パワーバッテリー部門の評価部分の改訂
計画についての詳細報告

• 参加者による主要材料、モノマー、BMS、システムおよび車両に関し
てレベルテスト評価技術の難しさや開発動向についての議論

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90711/288

77.html

中国 4-C11 CCRT管理
センターと
Sohu Auto
は深い協力
関係にある

7月11日 Fu Lianxue CCRT管理センター部長とRuan Cheng Sohu.com副編集
長兼自動車事業部部長が意見交換（7月11日）

 討議内容：
• CCRT評価システムの開発結果およびSohu.comが独自に開発した
総合的なメディア宣伝計画に関して意見交換

• 将来的に、CCRT管理センターはSohu.comと共同で、中国の自動車
評価の開発と改善を促進し、四半期ごとの結果発表や評価プロセス
のウェブキャスト、インタビューの作成において綿密な協力を実施して
いくことを確認

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90711/288

78.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/16)

モビリティ分野関連記事詳細（20/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190705/28846.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190711/28877.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190711/28878.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C12 電気自動車
パワーバッ
テリーワー
キンググ
ループにお
ける第2セッ
ション第13
回ワーキン
グミーティン
グを開催

7月15日 電気自動車パワーバッテリーワーキンググループにおける第2セッション
第13回ワーキングミーティングを開催（5月16日＠蘇州）

 参加者：
• 国内外の電気自動車メーカー、バッテリー会社、試験機関、大学およ
び研究機関から、計120以上

 討議内容：
• 事務局により、2019年前半における電気自動車用パワーバッテリー
の標準化の進展、および中国の直近の規格であるGB「電気自動車用
パワーバッテリーの安全要件」およびGB / T「電気自動車用
バッテリー管理システムの技術的条件」をレビュー

• GB / T「電気自動車用ハイブリッド電源の技術的要件」とQC / T「電池
パッキング液体冷却システムのシール要件と試験方法」におけるアプ
リケーションの範囲と技術的要件、GB「電気自動車用パワーバッテ
リーの安全要件」の付録Cに関して議論

• 会議後、事務局は会議の意見と併せてGB / T「電気自動車用ハイブ
リッド電源の技術的要件」及びQC / T「バッテリーパッキング液体冷却
システムのシール要件および試験方法」規格のドラフトを修正

• GB / T 31467.1、GB / T 31467.2、GB / T 31484、GB / T 34013な
どの規格改訂についても議論

全国自動車
標準化技術
委員会

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1409.ht

ml
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http://www.catarc.org.cn/work/detail/1409.html
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モビリ
ティ

中国 4-C13 ICV外国
専門家諮問
作業部会
（FEAG）の
第2回会合
を開催

7月15日 インテリジェントコネクティッドビークル（ICV）外国専門家諮問作業部会
（FEAG）の第2回会合を開催（5月9日＠天津）

 討議テーマ：
• ICVの認証と管理に関する国際規格と規制（自動運転アプリケーショ
ンの認証および管理規格の規制枠組み、国際規格および規制協力）

• 自動運転車の安全性試験および評価方法（試験方法の標準化と関連
する課題解決方法、機能安全および期待される機能安全）

• 技術的問題と標準化（OTA申請とその標準化申請、V2Xアプリ
ケーションと標準化要件）

 参加者：
• FEAG専門家メンバー18人、及び中国の代表7人

全国自動車
標準化技術
委員会

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1411.ht

ml

中国 4-C14 「ディーゼル
エンジン
オイル」に
関する9つ
の必須国家
標準化プロ
ジェクトに
関する意見
募集の
お知らせ

7月15日 「ディーゼルエンジンオイル」に関する9つの必須国家標準化プロジェクト
に関する意見を募集（7月11日募集開始）

 ディーゼルエンジンオイルに関する国家規格：
• 国家標準計画番号：20062223-Q-513ディーゼルエンジンオイル
• 国家標準計画番号：20063609-T-513ディーゼルエンジンオイル交換
インジケーター

• 国家標準計画番号：20032463-T-513農業用ディーゼルエンジン
オイル

• GB 20419-2006農業用ディーゼルエンジンオイル
• GB/ T 7607-2010ディーゼルエンジンオイル交換インジケーター
• TB / T 2956-2009ディーゼル機関車ディーゼルエンジンオイル
• GB / T 17038-1997ディーゼル機関車用ディーゼルエンジンオイル
• NB / SH / T 0856-2013農業用ディーゼルエンジンオイルの高温洗浄
力評価方法

• NB / SH / T 0884-2014ディーゼルエンジンオイル性能評価
Cummins ISM法

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201907/t2

0190715

343664.ht

m
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モビリティ分野関連記事詳細（22/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1411.html
http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201907/t20190715_343664.htm
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中国 4-C15 「カートラベ
ルレコー
ダー」の
国家規格に
関する意見
募集に関す
るお知らせ

7月15日 公安省交通管理科学研究所が策定したカートラベルレコーダーに関する
国家標準（国家標準計画番号：20173919-T-312）に関する意見を募集
（7月11日~8月11日）

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201907/t2

0190716

343666.ht

m

中国 4-C16 乗用車の
第5段階の
燃料消費量
に関する
3つの国家
規格につい
てはレ
ビューに
おいて合意

7月15日 乗用車の第5段階燃料消費などの3つの国家規格のレビューが完了
（4月23日＠北京）

 レビュー対象規格：
• 「乗用車の燃料消費量の評価に関するガイドラインと指標」《乘用车
燃料消耗量评价方法及指标》

• 「乗用車の燃料消費の制限」《乘用车燃料消耗量限值》
• 「軽自動車の燃料消費量の試験方法」《轻型汽车燃料消耗量试验
方法》
上記3つの規格について承認

 参加者：
• 自動車省エネルギー小委員会および標準起草部代表、計70人以上

全国自動車
標準化技術
委員会

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1412.ht

ml

1132

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/16)

モビリティ分野関連記事詳細（23/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201907/t20190716_343666.htm
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1412.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C17 Yu Kai中国
自動車技術
研究セン
ター長が、
Michele 

Ziosi Case 

New 

Holland 

Industrial 

Groupの
広報担当副
社長の訪問
を歓迎

7月17日 Michele Ziosi Case New Holland Industrial Group広報担当副社長
がYu Kai中国自動車技術研究センター長を訪問（7月16日）
 同社の広報部門、規格担当、試験・認証部門も訪問

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90717/289

24.html

中国 4-C18 2019年の第
2回中国自
動車消費者
試験研究セ
ンター
（CCRT）の
評価結果が
正式に発表

7月23日 2019年第2回中国自動車消費者試験研究センター（CCRT）の評価結果
を正式に発表（7月22日＠天津）
 2018年のCCRT評価システムの導入以来、中国自動車技術研究センターは、運
転性能、快適性、外観と品質、経済性と安全性など、ユーザーとテストを
組み合わせた4段階の評価システムを確立

 CCRTの科学的評価と効果的な評価は、消費者が自動車を購入するための手引
きとなるだけでなく、自動車産業の変革とグレードアップを推進

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90723/289

78.html
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モビリティ分野関連記事詳細（24/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190717/28924.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190723/28978.html
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中国 4-C19 中国自動車
工学会自動
車試験技術
支部の第3
委員会の
第5分科会
を開催

7月18日 中国自動車工学会自動車試験技術支部の第3委員会の第5分科会を
開催（7月10日＠昆明）

 参加者：
• 中国のさまざまな試験機関や自動車会社からの委員、50人以上

 討議内容：
• 周華中国自動車技術センター部長が2019年チャプターの主要タスク
にブランド会議の構築を含めること、 SAECCEの徹底的な協力を
強化し業界のニーズを満たすためにVOCや臭気などの容量検証
活動を実施、自動車試験技術のCSAE標準作業を推進、試験機関の
産業交流活動の発展を組織化、中国の自動車試験技術の発展を
促進することを提案

• 9つのサブワーキンググループが各グループの2018年の作業
サマリーと2019年の作業計画を報告

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90718/289

50.html

中国 4-C20 中国自動車
工学会の
自動車試験
技術部門の
第4回自動
車試験技術
年次総会が
開催

7月18日 中国自動車工学会の自動車試験技術部門の第4回自動車試験技術年次
総会が開催（7月11日＠昆明）

 参加者：
• 中国国家規格適合性評価サービス、中国品質認証センター、北京
環境保護局、産業情報技術部の設備機器センター、自動車安全検査
機関の代表者、自動車および部品製造企業の代表者、および業界
などの関連部門のリーダー権威ある専門家や学者を含む国内外から
計300人以上

 実施概要：
• Michiel Rene van RatingenユーロNCAP事務局長、Yao Danya
清華大学工学部電子科学技術大学教授、Yue Hao北京新エネ
ルギー自動車有限公司のエンジニアリング部門部長等が、自動化、
自動車の安全、電気自動車と主要部品の評価、および道路調整
（V2X）自動運転、インテリジェントコネクティッドカーの安全技術と規格、
テスト車両プロセスの自動テスト、電気自動車試験方法について報告

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90718/289

53.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190718/28950.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190718/28953.html
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中国 4-C21 武漢市市場
監督局が
武漢開発区
漢陽特殊目
的自動車研
究所の試験
認証課と
意見交換

7月19日 武漢市市場監督局が武漢開発区漢陽特殊目的自動車研究所の試験
認証課と意見交換（7月16日）
 Liu Tao武漢市市場監督管理局長とLi Lin武漢経済技術開発区管理委員会の副
局長が中国自動車センター試験認証局の漢陽特殊車両研究所を訪問

 国家新エネルギー自動車品質監督検査センター衝突研究所、省エネルギー排出
研究所、部品研究所等を訪問し、新エネルギー自動車の衝突安全性試験を見学

 Liu Tao武漢市市場監督管理局長は、国家新エネルギー自動車品質監督検査セ
ンターの積極的な計画と建設の過程で漢陽が行った努力を確認し、プロジェクト
の進捗について満足であると表明

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90719/289

55.html

中国 4-C22 2019年の
Intelligent
＆
Connected 

Vehicle分
野における
標準化作業
の優先順位

7月22日 CATARC（全国自動車標準化技術委員会）は、2019年のIntelligent＆
Connected Vehicle分野における標準化作業の優先事項を発表

 インテリジェント＆コネクテッドカー（ICV）分野における標準化作業の優先
事項：

• 標準システム構築ガイドライン（「全国自動車ネットワーク業界標準シ
ステム（ICV）構築のためのガイド」）の実施及び標準システムの改善

• 関連する技術分野の考察に基づく、主要な規格の改訂と開発の推進
• 国際的な調和活動における責任を果たし、ICV標準化作業における
意見交換と協力を強化

全国自動車
標準化技術
委員会

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/14

18.html

中国 4-C23 2019年の新
エネルギー
自動車分野
における
標準化作業
の優先事項

7月22日 CATARC（全国自動車標準化技術委員会）は、2019年の新エネルギー
自動車分野における標準化作業の優先事項を発表

 新エネルギー自動車分野における標準化作業の優先事項：
• 標準システムを最適化し、標準的な技術革新の開発を促進
• 産業開発のニーズを満たすための重要分野の研究
• 国際標準化機構（ISO）および国際電気標準会議（IEC）等国際参加を
強化し、国際的な影響力を強化

全国自動車
標準化技術
委員会

http://engli

sh catarc o

rg cn/Deve

lopmentsO

fStandardi

zationWor

k/detail/14

17.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190719/28955.html
http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1418.html
http://english.catarc.org.cn/DevelopmentsOfStandardizationWork/detail/1417.html
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中国 4-C24 パワーバッ
テリーテスト
アライアンス
2019年第2
四半期技術
会議を開催

7月23日 パワーバッテリーテストアライアンス2019年第2四半期技術会議を開催
（7月12日＠天津）

 参加者：
• バッテリー会社の専門家と代表、計30人以上

 会議テーマ：
• パワーバッテリーの安全性評価

 討議内容：
• Fan Bin天津センターのエネルギーシステム部門長がパワー
バッテリーの安全性に関する必須基準の背景、主な内容、および
新旧の基準の比較について説明

• 天津センターエネルギーシステム室Liu Lei氏がEVS GTR
（電気自動車安全に関する世界技術基準）を紹介

• Wang Fangアライアンス会議事務局長が会議の作業及び計画を
取りまとめ

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90723/289

79.html

中国 4-C25 新エネル
ギー車の
安全とリ
コールが
テーマの
サミットが
開催

7月2日 国営市場品質管理局と中国自動車技術協会の共催による「新エネルギー
自動車の安全とリコール」をテーマとしたサミットが開催
（7月1日＠ボアオ）

 討議内容：
• 「新時代、新変革、新産業、新安全保障」をテーマとした、新エネル
ギー車の研究開発に焦点を当て、新エネルギー車の開発に関する
最新の動向

 Tian Sihong市場監督総局副理事長兼国家標準化委員会長発言要旨：
• 「流通管理改革の推進、事業環境の最適化、便利で効率的な市場
アクセス環境の構築、公正で秩序ある競争環境の構築に努め、安全
で安全な消費者環境、さまざまな規格システムの改善を加速させる」

国家市场监督
管理总局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/jg/zjld/ts

h/zyhd/201

907/t2019

0702 303

151.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190723/28979.html
http://www.samr.gov.cn/jg/zjld/tsh/zyhd/201907/t20190702_303151.html
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中国 4-C26 天津セン
ターは自動
車パッシブ
安全性試験
技術研究プ
ラットフォー
ムのための
MPDBト
レーニング
を実施

7月11日 自動車パッシブ安全性試験技術研究プラットフォームのためのMPDB
トレーニングを実施（7月8日~9日＠天津）

 トレーニング実施概要：
• Volker SandnerドイツADAC Technology Centerの自動車安全部門
部長（Euro NCAP技術委員会のメンバー）がEuro NCAP 2020 

MPDBテストおよび評価テクノロジに関して基調講演を実施
• 実際の車両衝突試験と併せて実施され、現場での試験運用
ガイダンスも実施

 参加者：
• 研究プラットフォームの10社以上の自動車会社から、計20人以上

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90711/288

76.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190711/28876.html
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中国 4-C27 コアテクノロ
ジーがブラ
ンド価値を
ハイライト -

2019年中国
自動車技術
開発国際
フォーラム
が開催

7月12日 2019年中国自動車技術開発（昆明）国際フォーラム」が開催
（7月10日＠雲南省昆明市）

 フォーラムの目的：
• 「コアテクノロジーがブランド価値をハイライト」をテーマに、自動車産
業の技術進歩と技術革新促進、自動車産業の発展とグレードアップを
支援

 参加者：
• 国内外の関連政府部門のリーダー、世界の自動車および部品製造
企業の代表、自動車認証および試験機関の代表、業界をリードする
専門家や学者など、国内外から数千人

 フォーラム期間の開催セミナー・会議等（抜粋）：
• 中国自動車技術会の第4回自動車試験技術年次総会シリーズ
サブフォーラム

• 2019年中国自動車技術会自動車環境保護技術シリーズ
サブフォーラム

• 雲南省自動車産業協力推進会議
• パワーバッテリーテストアライアンス第2四半期技術セミナー
• 2019年の燃料電池車評価ワーキンググループ初回会合
• 電気自動車の電気駆動アセンブリ評価ワーキンググループ（EVPTE）

2019年ワーキング会議
• 乗用車の主観的評価および主観的評価運転技能セミナー
• 自動車タイヤ試験技術セミナー
• 自動車タイヤデータアプリケーションプラットフォームのキックオフ
ミーティング

• 自動車（三大）地域適応性試験手順セミナー 等

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90712/288

80.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/16)

モビリティ分野関連記事詳細（29/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190712/28880.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C28 武漢に集合
した自動車
産業とテュ
フラインラン
ドが中国の
持続可能な
産業発展を
促進するた
めの政策を
専門的に
解釈

7月22日 2019年自動車規制と輸出国政策に関する国際会議を開催
（7月18日＠湖北省武漢）

 開催形態：
• 主催：中国自動車技術研究センター（CATARC）武漢経済技術開発
区管理委員会

• 共催：TÜVRheinland

 TÜVRheinlandによる発表要旨：
• Holger Huetz Engineering＆Type Approvalバイスプレジデントが
自動車業界の最新の進捗状況とEUの規制を紹介

• Sven-Olaf Steinke 大中華圏電気部門長が自動車用パワー
バッテリーの安全性保証とリスク評価について説明

• Mathias Maerz大中華圏産業サービスシニアマネージャーが電気
自動車充電システムのEU規格を分析

Business Wire https://ww

w.busines

swire.com/

news/hom

e/2019072

2005802/e

n/Chinese-

Automotiv

e-Industry-

Gathering-

Wuhan-

T%C3%9

CV-

Rheinland

中国 4-C29 2019年主要
自動車輸出
市場政策
および規則
発表会を
開催

7月24日 2019年主要自動車輸出市場政策および規則発表会を開催
（7月18日＠武漢）

 会議開催内容：
• TÜVRheinland、東風汽車集団、万里の長城汽車有限公司、天津
華城認証有限公司、忠義Kangzhuo自動車技術サービス有限公司、
中国自動車センター標準研究所、情報局がスピーチを提供

• 10人の外部専門家が、EU、北米、ユーラシア経済連合、インド、
ASEAN、中東、ラテンアメリカ、「一帯一路」の国と地域の自動車
産業政策と技術的規制について詳細に紹介

 参加者：
• 全国自動車および部品輸出基地、大手自動車・部品及び関連部門
から、計約400人

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90724/289

88.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/16)

モビリティ分野関連記事詳細（30/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.businesswire.com/news/home/20190722005802/en/Chinese-Automotive-Industry-Gathering-Wuhan-T%C3%9CV-Rheinland
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190724/28988.html
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モビリ
ティ

中国 4-C30 自動車の
受動的安全
技術と規格
に関する第
8回国際シ
ンポジウム
を南昌にて
開催

7月30日 全国自動車標準化技術委員会と中国自動車センター自動車標準化協会
が第8回自動車受動的安全技術と規格に関する国際シンポジウムを開催
（7月23日～24日＠南昌）

 討議内容（抜粋）：
• 中国、日本、欧州の関連分野における最新動向。特に、安全基準、
乗用車と商用車の衝突安全性、インテリジェントチャイルドプロテク
ションシステム、歩行者保護技術と規制、各国における新車評価の
開発、新エネルギー車の衝突安全性、ロールオーバー保護 等

 参加者：
• 中国国内外の自動車メーカー、試験機関、科学研究機関、学者、
業界関係者、部品サプライヤー、大学等110以上機関より200人以上

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90726/290

13.html

中国 4-C31 インテリジェ
ントネット
ワークと新
エネルギー
自動車産業、
大学及び研
究所との間
の合弁事業
の調印式を
天津にて
開催

7月31日 「インテリジェントネットワークと新エネルギー自動車産業・大学・研究所、
合同研究所」の調印式を開催（7月23日＠天津）

 調印者：
• 自動車技術研究所工学研究所
• チャイナウェイナショナルインスツルメンツ（株）
• 河北省工科大学機械工学科
• 武漢科学技術大学の自動車運輸工学科

 調印式の前には調印する4者間にて、産業界・大学・研究所の共同研究室の設立、
中長期的な建設計画、期待される利益等について意見交換及び議論を実施

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90731/290

66.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/16)

モビリティ分野関連記事詳細（31/45）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190726/29013.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190731/29066.html
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モビリ
ティ

タイ 4-A1 タイ国立
科学技術
開発庁
（NSTDA）
はマレーシ
アのMIGHT
とSIRIMと
の関係を
強化

7月3日 タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）は、マレーシアのハイテク産官機構
（MIGHT）及び標準工業研究所（SIRIM）と覚書に署名（7月2日）

 参加者：
• Tan Sri Dr. Ir Ahmad Tajuddin Ali氏（MIGHT・SIRIM会長）、Datuk 

Dr. Mohd Yusoff Sulaiman氏（MIGHT所長兼CEO） 、Prof. Ir. Dr.  

Ahmad Fadzil Mohamad Hani氏（SIRIM所長兼グループチーフ
エグゼクティブ）、Narong Sirilertworakul氏（NSTDA会長）、Dr.  

Prasit Palittapongarnpim氏（NSTDA研究副学長）
 協力対象分野：

• NSTDA・MIGHT間：起業家の交流と開発、技術移転と産業開発、
持続可能な開発と都市、太陽光産業、試験

• NSTDA・SIRIM間：工業研究、標準試験、サービスの提供及び
商業化

タイ国立科学
技術開発庁
（NSTDA）

https://ww

w.nstda or.

th/en/news

/news-

years-

2019/823-

nstda-

strengthen

s-tie-with-

malaysian-

might-and-

sirim.html

シンガ
ポール

4-A2 チャンギ
空港への
侵入後
全ドローン
が強制登録

7月8日 政府は、チャンギ空港への無人機侵入に対する懸念により、シンガポー
ルのすべてのドローンに対し強制的な登録制度と、大型高性能ドローンの
パイロットの免許の枠組みを導入

 Lam Pin Min国務大臣発言要旨：
• 「政府は誤った無人機の利用に対する罰金の増額を検討している」
• 「強制登録の開始時期は、今年末までの実施を望む」

TODAY https://ww

w.todayonl

ine.com/si

ngapore/al

l-drones-

will-have-

be-

licensed-

under-

new-

regime-

after-

intrusions-

changi-

airport
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/10)

モビリティ分野関連記事詳細（32/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.nstda.or.th/en/news/news-years-2019/823-nstda-strengthens-tie-with-malaysian-might-and-sirim.html
https://www.todayonline.com/singapore/all-drones-will-have-be-licensed-under-new-regime-after-intrusions-changi-airport
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A3 スマートシ
ティを国家
規格開発の
注力プログ
ラムに

7月9日 インドネシア国家標準化庁 （BSN）は技術委員会（Komtek）13-11
（スマートシティ及びサステナブルシティ）と共同で、スマートシティに
関する国家規格（SNI）策定のロードマップ取り纏めのための会議を開催
（7月8日）

 討議内容：
• BSN長官が、スマートシティ国家標準を導入するための都市の
成熟度指標のロードマップを作成するよう指示

• BSNディレクターのHendro Kusumo氏は、技術委員会13-11は
ISO/TC26での規格内容を参照しており、現在、SNI ISO 37120：
2018（都市と持続可能なコミュニティ-都市サービスと生活の質の
ための指標）を策定していると説明

• 参加者は、スマートシティは急速に変化し続けている技術の進歩に
関連するため、早急に標準を策定し、実施することが急務であると
いうことを確認

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

246/smart-

city-jadi-

program-

unggulan-

pengemba

ngan-sni

インド
ネシア

4-A4 国家標準化
庁 （BSN）と
ULがセキュ
リティ標準
ワークショッ
プを開催

7月10日 インドネシア国家標準化庁 （BSN）とULがセキュリティ標準ワークショップ
を開催（7月9日～10日＠ジャカルタ）

 テーマ：
• インドネシアの国家及び地域のプライオリティをサポートする

BSN及びULのセキュリティ標準
 内容：

• インドネシア、ASEAN地域の火災、電気、スマートシティのセキュリ
ティに関する標準に関する専門家からのプレゼンテーション

 BSN長官 開会式時発言要旨：
• 「スマートシティ標準の策定とその適用はBSNの優先事項である」

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

247/bsn-

dan-ul-

gelar-

workshop-

standar-

keamanan
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(2/10)

モビリティ分野関連記事詳細（33/45）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10246/smart-city-jadi-program-unggulan-pengembangan-sni
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10247/bsn-dan-ul-gelar-workshop-standar-keamanan
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モビリ
ティ

タイ 4-A5 タイは航空
会社の規制
効率化に
向け移行

7月12日 タイ当局は、航空会社や航空宇宙会社の東南アジア事業の基盤となる
ため、より合理化され標準化された規制プロセスの採用に向けた動きを
開始
 王国令では、ミクロ投資や技術の移転と輸入に関する条項を含む、国内でMRO
事業を実施予定の外国企業のための条件を概説

 タイ民間航空局（CAAT）は、民間航空会社と事業者のための免許規定を合理化
することを目的とした航空運航法に基づく規制案の草案を承認

 新しい規則では、1）民間航空会社と民間チャーターのビジネスライセンス、
2.）小型航空機と無人航空機を含む非乗客用の航空機用ビジネス
ライセンスに分類

 タイの運輸省からの承認待ちで、本規制は作物の散布、観光ツアー、
空中写真などの航空事業活動に拍車をかけることが期待

AIN Online https://ww

w.ainonlin

e com/avia

tion-

news/air-

transport/2

019-07-

12/thailand

-moves-

streamline

-regs-

aviation-

companies

タイ 4-A6 タイ工業規
格局(TISI)
の管理チー
ムが陸運局
を訪問

7月14日 タイ工業規格局（TISI）の管理チームが陸運局を訪問し、 国内の自動車
製品規格の開発における協力について議論（7月12日）
 タイの自動車産業が国際規格を満たし発展するため、TISIと陸運局は、規格の
決定や認証について協力していくことを確認

 訪問者：
• TISI副事務局長Than Alphach氏、Runthakit Thanawat氏 等

タイ工業規格局
（TISI）

https://ww

w.tisi go.th

/news/deta

ils/180

マレー
シア

4-A7 政府は全国
の料金所で
RFID料金
徴収を実施

7月15日 連邦政府は全国のすべての高速道路の料金所で料金徴収のための
無線周波数識別（RFID）を導入予定

 バルビアン公共事業大臣発言要旨：
• 「RFID技術の導入に3～5年ほど長くはかからない」また、「連邦政府
は、特にビルディングインフォメーションモデリング、通信プロトコル、
ビッグデータ分析、戦略的及び戦術的資産管理の分野において、高
速道路業界のための標準とガイドラインを開発する必要がある」

The Star 

Online

https://ww

w.thestar c

om.my/ne

ws/nation/

2019/07/1

5/govt-to-

implement

-rfid-toll-

collection-

at-all-toll-

plazas-

nationwide

-soon/

1143

【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(3/10)

モビリティ分野関連記事詳細（34/45）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ainonline.com/aviation-news/air-transport/2019-07-12/thailand-moves-streamline-regs-aviation-companies
https://www.tisi.go.th/news/details/180
https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/07/15/govt-to-implement-rfid-toll-collection-at-all-toll-plazas-nationwide-soon/
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A8 ACCSQ
フォーラム
における
BSNの積極
的な役割

7月16日 インドネシア国家標準化機構（BSN）がACCSQ （ASEAN規格品質諮問
委員会）の第51回総会に出席（7月8日~12日＠クアラルンプール）

 今後インドネシアが対応すべき事項：
• 電子商取引/デジタル取引に関する作業部会および化学に関する作
業部会の設立のためのセクターコーディネーターの決定

• 1998年相互承認協定の枠組み協定のレビュー（MRA）の完了に関連
するオンラインディスカッションプロセスの準備

• 2019年9月に予定される自動車に関するMRAへの署名
• ジャカルタで開催されるビル・建設作業部会でのインドネシアのポジ
ションの準備

• 第4次産業革命、デジタルトレード、スマートシティに関するACCSQの
貢献を含む、次回会議のためのインドネシアのポジションの準備

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

277/peran-

aktif-bsn-

dalam-

forum-

accsq-

インド
ネシア

4-A9 鉄道業界を
支援する
BSN、
RAMSにつ
いてのIEC
規格を採用

7月17日 インドネシア国家標準化庁 （BSN）が、RAMSに関するIEC規格について
国内規格として採用したと発表

 Zakiyah BSN標準実施・適合性評価副局長発言要旨：
• 「BSNは、45-01技術委員会および45-02技術委員会と共に、鉄道活
動の実施に必要な標準を策定する準備ができている。BSNはRAMS
に関するIEC規格（SNI IEC 62278：2002）を採用している」

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

280/dukun

g-industri-

perkeretaa

pian-bsn-

adopsi-

standar-

iec-

tentang-

rams
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(4/10)

モビリティ分野関連記事詳細（35/45）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10277/peran-aktif-bsn-dalam-forum-accsq-
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10280/dukung-industri-perkeretaapian-bsn-adopsi-standar-iec-tentang-rams
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モビリ
ティ

ASEAN 4-A10 韓国が高度
道路交通
システム
（ITS）を
ASEAN
諸国に紹介

7月17日 韓国技術標準院(KATS)はASEANの高度道路交通システム（ITS）関連
政府担当者と産業界の関係者を招待し「ASEAN高度道路交通システム
協力ワークショップ」を開催
 KATSは韓国のITS分野における国際標準化をリード及び輸出市場を拡大を目的
として、ASEAN各国の関係者を対象に韓国のITSの現状を紹介するワークショッ
プを開催

 ワークショップ目的：
• ASEAN標準品質諮問委員会（ACCSQ）との戦略的協力を強化
• 韓国がITS技術の標準と方針、インフラ運用をASEANへ教示し、
標準の調和を牽引することで、韓国のITS分野における国際標準化を
目指すとともに、輸出先市場を拡大

 ワークショップ概要：
• 韓国におけるITS標準化政策と自律走行サービスの推進現況を紹介
• 技術セミナーの開催
• ASEAN加盟国のITS推進現況と計画について共有

日曜ソウル
新聞社

http://www.

ilyoseoul.c

o kr/news/

articleView

.html?idxn

o=322663

インド
ネシア

4-A11 BSNの優れ
たプログラ
ムの1つに
なる
SNIスマート
シティが
IISMEX 

2019で紹介

7月17日 スマートシティに関する国家規格（SNI ISO 37120：2018）をインドネシア
国際スマートシティエキスポ（IISMEX 2019）で紹介
（7月17日～19日＠ジャカルタ）

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

282/menja

di-salah-

satu-

program-

unggulan-

bsn-sni-

smart-city-

diperkenal

kan-di-

iismex-

2019
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http://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=322663
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10282/menjadi-salah-satu-program-unggulan-bsn-sni-smart-city-diperkenalkan-di-iismex-2019
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インド
ネシア

4-A12 2019年
IISMEX 

2日目にSNI
スマートシ
ティは関心
を集める

7月18日 インドネシア国際スマートシティエキスポ（IISMEX）2019において、参加
者がスマートシティに関する国家規格（SNI）に注目（7月18日）
 展示会では、スマートシティに関連するSNIの情報提供に加え、

SNIコンサルティングサービスを提供
 日本、韓国、シンガポール、中国、インドなどのさまざまな国からの参加者が展示
ブースを訪問

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

288/sni-

smart-city-

menjadi-

daya-tarik-

tersendiri-

di-iismex-

2019-hari-

ke-2

インド
ネシア

4-A13 電気自動車
技術が日産
自動車アジ
ア太平洋と
BSNの意見
交換におけ
るトピックに

7月23日 日産自動車アジア太平洋がBSNを訪問し、電気自動車用充電
ステーション技術の利用・発展について討議（7月22日）

 Coki Panjaitan日産インドネシアの代表発言要旨：
• 「充電規格は、電気自動車メーカーに明確性を提供するため重要な役
割を担う。規格の存在は、電気自動車を製造する会社に確実性と法
的根拠および平等を提供することが可能」

 主な参加者：
• Kristianto Widiwardono BSN力学、エネルギー、電気工学、輸送お
よび情報技術標準開発部長、Agustinus Praba Drijarkara BSN力学、
放射線、生物学国家標準局長

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

300/teknol

ogi-

kendaraan

-listrik-

menjadi-

topik-

audiensi-

nissan-

motor-

asia-

pasific-

dengan-

bsn

インド
ネシア

4-A14 BSNにより
策定された
SNIは
スマートシ
ティの実現
をサポート

7月18日 都市のサービスと生活の質の指標に関する国家規格SNI ISO 37120：
2018について紹介
 国家標準化機構（BSN）は、都市のサービスと生活の質に関する指標であるSNI 

ISO 37120：2018を都市のスマートシティ開発を支援するものとして設定
 技術委員会13-11がISO TC268のミラーコミッティーとして関与

 （参考）インドネシアでは、通信情報省、内務省、公共事業省、国家開発計画庁、
大統領官庁と共同で100のスマートシティへの移行へ向けたスマートシティの開
発とプログラムを実施

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

294/sni-

dukung-

terwujudny

a-smart-

city-

dikembang

kan-

bsn#.XTfr8

-j7QwE
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http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10288/sni-smart-city-menjadi-daya-tarik-tersendiri-di-iismex-2019-hari-ke-2
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10300/teknologi-kendaraan-listrik-menjadi-topik-audiensi-nissan-motor-asia-pasific-dengan-bsn
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10294/sni-dukung-terwujudnya-smart-city-dikembangkan-bsn#.XTfr8-j7QwE
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インド
ネシア

4-A15 政府は無人
航空機の使
用に関する
規制ドラフト
を起草

7月17日 インドネシア政府はドローンの使用に関する規制を起草
 運輸省の研究開発局は、ドローンの使用に関連した規制案の草案を検討し、
新技術の使用や新技術による飛行の安全性の確保を期待

 背景：
• 2015年の運輸大臣規則番号PM 180に基づき、政府はすでにインド
ネシア空域での無人航空機の運航を規制するため、CASR107小型
無人航空機システム等のいくつかの規制を発行

Antara News https://en.a

ntaranews.

com/news/

129125/go

vernment-

drafts-

regulations

-on-use-of-

unmanned

-aircraft

インド
ネシア

4-A16 BSNはイン
ドネシアの
電気自動車
開発を支援

7月24日 BSN長官が「将来の自動車技術と規制セミナーへの挑戦」で講演し、電気
自動車に関するインドネシア国家規格（SNI）について説明（7月23日）

 Bangang Prasetya BSN長官発言要旨：
• 「BSNは調査技術高等教育省の支援を受けた大学ステークホルダー
からの提案による電気自動車の技術委員会43-02を設置。セミナーを
通じステークホルダーが電気自動車の開発および規制に関して政府
への希望を表明できることを期待」

 技術委員会43-02によって作成されたSNI：
• SNI ISO TR 8713：2017電気推進車
• SNI IEC 62660-1：2017電気自動車用二次リチウムイオン電池
• SNI IEC 62660-2：2017電気自動車用の二次リチウムイオン電池 -
第2部：信頼性と悪用の試験

• SNI ISO / TR 13062：2018オートバイと電気モペット - 用語と分類
• ISO 13063 SNI：2018オートバイおよび電気モペット - 安全仕様
• SNI ISO 13064-1：2018パフォーマンス - バッテリー - 電気モペットお
よびバイク - パート1：基準エネルギー消費および範囲

• ISO 13064-2：2018 SNIパフォーマンス - バッテリー - 電気モペットお
よびバイクパート2：道路運営の特徴

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

306/bsn-

dukung-

pengemba

ngan-

kendaraan

-listrik-di-

indonesia
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モビリティテーマ別情報詳細

https://en.antaranews.com/news/129125/government-drafts-regulations-on-use-of-unmanned-aircraft
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10306/bsn-dukung-pengembangan-kendaraan-listrik-di-indonesia
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インド
ネシア

4-A17 ジョコウィ
大統領は
今週電気
自動車支援
のための
規則を発行

7月25日 財務大臣は、自動車産業のための2つの非常に重要な政策に関し、大統
領が今週署名予定であると発言
 署名予定の大統領規則は、EVおよびそれらを支える機械および材料に対する
輸入関税インセンティブ、VAT控除、およびEV業界への投資に関連する輸入品
に対する税優遇など、EV業界に対する多くの財政上の優遇措置を規定

 改正予定の高級自動車税に関するPP 41/2013では、低コストグリーンカー
（LCGC）、ハイブリッドEV、プラグインEV、フレクシーEVの税率について、
その排出率に基づいて変更を予定

The Jakarta 

Post

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/07/25/joko

wi-to-

issue-

regulations

-to-

support-

electric-

vehicles-

this-

week.html

インド
ネシア

4-A18 インドネシア
は国内の
輸送船に
対しIMOの
低硫黄燃料
規制を施行
しない予定

7月26日 インドネシア運輸省は、クリーン燃料のコスト高のため、国内の輸送船に
対し低硫黄の海洋燃料を義務付ける新たな国際海事機関（IMO）の規則
を施行しないと発表

 背景：
• 2020年に施行される国際海事機関（IMO）の規則の下では、船舶の
排出から硫黄を除去するためのスクラバーが装備されていない限り、
船舶は最大0.5％硫黄含有量の燃料の使用が必要

 運輸省方針概要：
• 新規則遵守のためのコストが高いため、インドネシア運輸省は、インド
ネシア国籍の船舶は、スクラバーを使用せずに、2020年以降も最大
3.5％硫黄含有量の燃料を利用することを許可

• 18,000以上の島を持つ群島であるインドネシアは、国内の低硫黄燃
料の供給が改善されるまで、高硫黄燃料使用を許可

• 但し、インドネシア国内の国際航路を利用している外国籍船は、IMO
規則の硫黄上限の遵守が必要

 インドネシアの対応に対するIMO広報担当者発言要旨：
• 「（インドネシアが2012年に批准した）IMOの船舶による汚染防止の
ための国際条約「MARPOL Annex VI」は、引き続きすべての船に
適用される」

Reuter https://ww

w.reuters.c

om/article/i

ndonesia-

shipping-

regulations

/indonesia-

will-not-

enforce-

imo-low-

sulphur-

fuel-rules-

on-

domestic-

fleet-

idUSL4N2

4R14F
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https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/25/jokowi-to-issue-regulations-to-support-electric-vehicles-this-week.html
https://www.reuters.com/article/indonesia-shipping-regulations/indonesia-will-not-enforce-imo-low-sulphur-fuel-rules-on-domestic-fleet-idUSL4N24R14F
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インド
ネシア

4-A19 インドネシア
による電気
自動車時代
に入る準備

7月26日 大気汚染克服のため、インドネシア政府、民間部門、環境保護活動家等
が環境に優しい自動車の導入を推進
 政府は、電気自動車の開発に伴い、環境に優しいハイブリッド車または、低価格
グリーン車（LCGC）の規制策定を加速させると発表

 Martowardojo財務大臣発言要旨：
• 「財務省と産業省はハイブリッドカーとLCGCの規制を準備するために
協力する」

Antara News https://en.a

ntaranews.

com/news/

129786/re

adiness-

of-

indonesia-

entering-

electric-

vehicle-era

インド
ネシア

4-A20 インドネシア
工業省が
更生タイヤ
に関する
国家規格
（SNI）を
策定

7月28日 インドネシア工業省は、更生タイヤ製品の適正製造基準（GMP）に関する
国家規格（SNI）を起草
 強制SNI実施計画の普及を目的として、インドネシア工業省は、更生タイヤ業界
の技術ガイダンス（bimtek）を実施し、20人の更生タイヤ業界のプレーヤーが
参加（7月24日~26日）

 現在更生タイヤに関するSNI規格は任意であるが、本SNIは強制規格となる予定
 2018年~2019年までの国家技術規制プログラム（PNRT）の一部として、

SNI 3768-2013（乗用車および商用車用タイヤの更生）が強制化予定の
57件のSNI一つとして提示

 強制SNIには、SNI 0098：2012（乗用車用タイヤ）、SNI 0099：2012
（トラック用およびバス用タイヤ）、SNI 0100：2012（軽トラック用タイヤ）、
SNI 0101：2012（オートバイ用タイヤ）等が含まれる

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

332/keme

nperin-

siapkan-

aturan-sni-

ban-

vulkanisir
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https://en.antaranews.com/news/129786/readiness-of-indonesia-entering-electric-vehicle-era
http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10332/kemenperin-siapkan-aturan-sni-ban-vulkanisir
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モビリ
ティ

マレー
シア

4-A21 ドローンパイ
ロットのため
の認定レベ
ルトレーニ
ングを間も
なく開始

7月29日 マレーシア人的資源省下の技能開発部が遠隔操作車両（ROV）及び無人
航空機（UAV）操縦のためのマレーシア全国職業技能基準（Malaysia 

National Occupational Skills Standards：NOSS）を開始
 基準の発表により、職業教育機関および民間教育機関は、技術および職業教育
訓練（Technical and Vocational Education and Training： TVET）プログラムに
おいてドローンパイロットコースを提供し、マレーシアスキル証明（Sijil Kemahiran 

Malaysia: SKM）を授与することが可能

Citizen 

Journalist 

Malaysia

https://cj.m

y/114129/c

ertification-

level-

training-

for-drone-

piloting-

on-the-

way/

マレー
シア

4-A22 Gobind通信
マルチメディ
ア大臣は、
5Gは安全な
場合にのみ
導入される
べきと言及、
通信会社に
ネットワーク
共有を要求

7月29日 Gobind Singh Deo通信マルチメディア大臣は、5Gが必要な安全基準を
満たすまでは、マレーシアにて当規格を展開しないと発言
 通信マルチメディア委員会（MCMC）は、産業用無線通信インフラからの電磁場
（EMF）放出に関する必須規格を発行

 Gobind Singh Deo通信マルチメディア大臣は、すべての企業界関係者に対して、
指定された安全制限を確実に遵守するため現場測定を実施し報告することを要
請。サービスプロバイダーに対しては、5Gをマレーシア人に提供するために協力
するよう要請

The Star 

Online

https://ww

w.thestar c

om.my/tec

h/tech-

news/2019

/07/29/gob

ind-5g-

safe/
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モビリティ分野関連記事詳細（41/45）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://cj.my/114129/certification-level-training-for-drone-piloting-on-the-way/
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/07/29/gobind-5g-safe/
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モビリ
ティ

国際 4-O1 NVIDIAは
高度に接続
された自動
車両に関す
るヨーロッパ
のワーキン
ググループ
をリード

7月2日 NVIDIA Corporationは、主要な国際機関と協力して、自動車両の規格
と国際的なルール作りに関与

 概要：
• NVIDIAは、高度なコネクティッドカーに関し、European Association 

of Automotive Suppliers (CLEPA) のWGを統率、自動車両のため
の新しいUNECE評価方法の開発に従事
• 特に、監査評価、トラックテスト、実践テスト、仮想テスト
（シミュレーション）の4分野に注力

• また、主要な国際機関と協働し、自動車両に関する国際的な規格と
ルール作りを推進
• International Standards Organization (ISO), the United 

Nations Economic Commission of Europe (UNECE), National 

Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), and the 

Association for Standardization of Automation and Measuring 

Systems (ASAM)

Green Car 

Congress

https://ww

w.greenca

rcongress.

com/2019/

07/201907

02-

nvidia.html

4-O2 ASAM、
CATARCと
協力して
中国市場へ
の参入を
計画

7月10日 ASAM（Association for Standardisation of Automation and 

Measuring Systems）とCATARC（China Automotive Technology 

and Research Center）は、中国の自動車市場における協力に関する
MoUを締結（5月17日）

 概要：
• ASAMは、標準化プロセスを設定し、自動車エンジニアリングプロセス
の効率を高め、中国自動車業界を活性化

• さらに、ASAMとCATARCはC-ASAMと呼ばれるWGの設立に合意
• 中国市場におけるASAMを代表し、デモンストレーションやトレーニン
グの提供により、ASAM規格を推進、MoUのビジョンと開発計画の実
行を支える

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

https://ww

w.asam ne

t/news-

media/det

ail/news/a

sam-

plans-

cooperatio

n-with-

catarc-to-

enter-

chinese-

market/
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モビリ
ティ

国際 4-O3 未来+持続
可能性+
交通
= SEG 11

7月16日 持続可能な輸送への移行を検討するために、新規IECグループSEG 11
を設立
 SEG 11では各国が持続可能な交通ソリューションへ移行することを支援する
ために必要な標準化ツールの策定を検討

 今後の活動：
• 将来の持続可能な交通に関するロードマップを作成予定
• 作成にあたり、公共のシェア交通機関のベストプラクティスとユース
ケースを収集

• また、既存規格の現状と新しい規格の必要性について、IECのTC / 

SC、市場の利害関係者及びISOなどの他の組織と連携予定
*SEG 11 Meetingsを開催（7月9日～10日＠フランクフルト）

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/07/future

-

sustainabl

e-

transportat

ion-seg-

11/

4-O4 IECは電気
スクーター
のための
統一規格を
計画

7月16日 IECは電動ペダルスクーター、一輪車、電動キックスクーターの統一規格
を策定予定（2019年秋～予定）
 本規格は新規設立されたIEC/TC125 Personal e-Transporters (PeTs)にて
討議され、第一回会議は9月23日～24日にブリュッセルで開催予定

 策定背景：
• 電動キックスクーターの不注意な使用及び技術的な故障によって多く
の事故が発生

 新規規格のスコープ：
• 自動車、充電ステーション、充電式電池の安全性と信頼性
• リサイクル性

electrive.com https://ww

w.electrive

.com/2019/

07/16/iec-

plans-

unified-

standards-

for-

electric-

scooters/

1152

【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(2/4)

モビリティ分野関連記事詳細（43/45）

モビリティテーマ別情報詳細
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モビリ
ティ

国際 4-O5 トラック自動
運転の新
基準提案へ
経産省、
隊列走行
性能を評価

7月20日 日本が隊列走行の性能評価のための新規規格をＩＳＯに提案予定
（10月予定）
 日本企業の競争力向上を支援を目的としており、既に高速道路や駐車場での
トラックや乗用車の自動運転に関する規格を提案済

 隊列走行とは:

• 運転手が乗ったトラックの後ろを自動運転の無人車（トラック）が
連なる走行方法

上毛新聞 https://ww

w.jomo-

news.co.jp

/news/dom

estic/econ

omy/1472

27

4-O6 スマート
シティに
関する規格

7月24日 XXX FIEE Smart Future exhibition and conferenceにてIECの
ラテンアメリカ地域センター長がスマートシティのエネルギー持続可能性
に関するパネルディスカッションに参加
 IECラテンアメリカ地域センター(IEC-LARC)長は現在IECで進行中のスマート
シティに関する活動の概要について説明

 具体的なトピック：
• 都市モビリティ
• クリーンエネルギー
• スマートシティのためのスマートテクノロジシステム 等

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/07/stand

ards-for-

smart-

cities/
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モビリ
ティ

国際 4-O7 規格が
スマート
シティを
支援

7月29日 Connected Places CatapultがIEC SyC Smart cities及びISO/IEC 

JTC 1/WG 11（Smart cities）の協力により国際スマートシティ標準会議
を開催（7月17日）
 会議にてIEC SyCの議長Michael Mulquin氏は標準の果たす役割は以下である
と説明

 ベストプラクティスの明確な説明
 定義とフレームワークの提供
 規模の経済を通じスマートシティへの移行を加速 等

 IEC SyC Smart citiesとISO/IEC JTC 1/WG 11（Smart cities）の2つの標準化
グループがスマートシティ標準の作成に向けたアプローチ開発を目的として共同
作業するのは今回が初

 Connected Places Catapult概要：
• 英国経済の成長加速という長期的な目標を掲げる英国の団体
• 新しいレベルの物理的、デジタル的、社会的なつながりを可能にする
モビリティ

• サービス及び環境構築の革新によって、ビジネスの成長を支援

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/07/stand

ards-

support-

smart-

cities/
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欧州 5-E1 洗剤規制の
レビューは
消費者と
環境保護の
改善を示す

7月10日 欧州委員会(EC)は2004年発効の洗剤に関する規制Regulation (EC) 

No 648/2004のレビューを実施（7月10日）
 概要：

• 洗剤規制は企業の国境を越えた取引を活性化させ、洗剤市場と
洗剤業界の成長を確認
• 国際的にゴールデンスタンダードと見なされ、EUで製造された洗
剤が競争上の優位性獲得

• また、洗剤の水、二酸化炭素、バイオマスへの分解を保証する
生分解性規則を通じ、環境へ良い影響を与えたことを確認
• 2012年には、自動食洗器用洗剤のリン制限も導入され、EU
全体で年間約55,000トンのリン削減に貢献

• 今後の課題として、消費者に対するより明確な情報提供が
挙げられ、デジタルツール等も活用し改善を行う予定

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

https://ec e

uropa eu/g

rowth/cont

ent/review-

detergents

-

regulation-

shows-

improved-

consumer-

and-

environme

nt-

protection

en

英国 5-E2 政府は自動
車からの
粒子状物質
とマイクロ
プラスチック
汚染に焦点

7月11日 政府は、自動車業界に対しブレーキ、タイヤ及びロードウェアからの排出
量測定のための規格開発を呼びかけ

 背景：
• 政府は、Clean Air Strategyの下、大気の改善に着手

 概要：
• Air Quality Expert Group (AQEG）は、レポートを発行し、ブレーキや
タイヤからのPM2.5排出量が2030年まで国内全体排出量の10％を
占めることを指摘、早急な対策を呼びかけ

• ThérèseCoffey環境大臣及びMichael Ellis運輸大臣は、自動車業界
に対し、排出量測定の標準開発を求める声明を発表

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/gov

ernment-

targets-

particulate

-matter-

and-

microplasti

c-pollution-

from-cars

1156

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(1/2)

資源循環分野関連記事詳細（1/17）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://ec.europa.eu/growth/content/review-detergents-regulation-shows-improved-consumer-and-environment-protection_en
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英国 5-E3 リサイクル
性の最大
化：UK 

PLASTICS 

PACTから
の新しい
ガイダンス

7月16日 UK PLASTICS PACTは、硬質プラスチック包装のポリマー、色、
及びラベリング選択に関するガイダンスを発表（7月16日）

 UK PLASTICS PACT概要：
• 2018年、英環境NGOのWRAPが、政府、企業、NGOを巻き込み
発足したプラスチックごみ削減イニシアティブ

 背景：
• 硬質プラスチック包装は、回収が困難なポリマーから生成されており、
近赤外線センサーで検知不可能な色で製造されるため、リサイクルが
非常に困難

 目的：
• リサイクル可能及びリサイクル率の向上

 概要：
• 透明PETをリサイクル可能性の最適な梱包として推奨
• ラベルは一般にリサイクルされないため包装全体の40％以下を推奨

Resource 

Media

https://reso

urce.co/arti

cle/maximi

sing-

recyclabilit

y-new-

guidance-

uk-

plastics-

pact

ドイツ 5-E4 燃料補給 7月24日 DINは、液化天然ガス（LNG）の移送に関しDIN 86209-2:2019-08 

Versorgung von Schiffen mit LNG als Kraftstoff - Technische 

Lieferbedingungen und Prüfkriterien für 

Versorgungskupplungen - Teil 2: Nottrennkupplungenを発行
 DIN 86209-2:2019-08概要：

• LNGの船舶移送に使用されるカップリングの性能と試験要件を規定

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/flue

ssig-

tanken-

339384

欧州 5-E5 ECOS標準
化トレーニ
ングの日程
確保を

7月8日 ECOSは、"Standadization and Environment"トレーニングを開催
予定（10月2日、22日）

 概要：
• Intro to Standardization（10月2日＠Webiner）
• Standardization Training Session （10月22日＠ブリュッセル、
ベルギー）※ECOSエキスパート及びメンバーのみ

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/save

-the-date-

ecos-

trainings-

standardis

ation-and-

the-

environme

nt/
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米国 5-U1 知っていた
か？
（固体バイ
オ燃料に関
する規格に
ついて）

7月5日 ANSI会員の米国農業生物工学エンジニア協会（ASABE）は、
固体バイオ燃料に関する規格を開発中

 概要：
• ASABEは、ISO/TC 238,  Solid Biofuelsのメンバーとして、
固体バイオ燃料に関する規格開発を指揮

• ISO TC 238がソウルで開催され、木くず燃料及び産業用木材チップ
の分類、用語の改訂、硫黄と塩素の識別等の規格について議論

• ASABEは、規格開発に関心のある団体や個人を募集中

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

0730c20f-

aaa5-

49cd-

9416-

b1f4be083

a6c

米国 5-U2 知っていた
か？
（温室効果
ガスに関す
る認定プロ
グラムにつ
いて）

7月19日 ANSIは、温室効果ガスに関する第三者認証機関に対し、ANSI National 

Accreditation Board (ANAB）認定プログラムを提供
 概要：

• ISO 14065:2013, Greenhouse gases – Requirements for 

greenhouse gas validation and verification bodies for use in 

accreditation or other forms of recognitionに倣い、第三者機関と
して妥当性確認・検証機関を認定

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

baa1b7dc-

25bd-

4e46-

8423-

0bd041c3

6859
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米国 5-U3 EPAのチー
フは、農場
の上院議員
との会談で
バイオ燃料
の放棄を
主張

7月30日 米国環境保護庁（EPA）は、製油所に対する再生可能燃料基準（RFS）免
除の拡大適用を擁護

 背景：
• 再生可能燃料基準（RFS）では、製油所はトウモロコシをベースにした
エタノールをガソリンにブレンドするか、又はクレジットを購入する必要
あり

• 但し、小規模の施設においては、RFS遵守が経済的困難を招くことを
EPAに証明できれば、プログラム免除の可能性あり

 概要：
• トランプ大統領は、トウモロコシ業界関連のロビイストからの苦情に基
づき、内閣のメンバーに対し、小規模製油所免除プログラムについて
見直すよう命令（6月）

• Andrew Wheeler氏（Administrator, EPA）は、同プログラムは
エタノール需要に悪影響を及ぼさなかったと主張、見直しに抵抗する
可能性を言及

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-usa-

ethanol-

waivers/ep

a-chief-

defends-

biofuel-

waivers-in-

meeting-

with-farm-

senators-

sources-

idUSKCN1

UP1HC

米国 5-U4 バイオ燃料
産業は提案
されたRFS
レベルに
ついて証言

7月31日 環境保護庁（EPA）は、再生可能燃料基準（RFS）の下で来年のバイオ燃
料目標について年次公聴会を開催（＠米国 イプシランティ）

 背景：
• EPAは、2020年のガソリンに添加するバイオ燃料と、2021年の軽油
に添加するバイオディーゼルの最低使用義務量に関する政府案を
公表（7月17日）

• 2020年のバイオ燃料の最低使用義務量は前年比0.6％増の年間200
億4,000万ガロンであり、米国の石油販売業者に対し、ガソリン及び軽
油に対して体積比で10.9％のバイオ燃料を添加することが義務付け

 公聴会における検討概要：
• バイオ燃料業界関係者は、以前の小規模な製油所免除の廃止による
需要損失の是正を要求

Feedstuffs https://ww

w.feedstuff

s.com/new

s/biofuel-

industry-

testifies-

proposed-

rfs-levels
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米国 5-U5 インドでの
USTDA、
ANSI＆CII
ワークショッ
プはクリー
ンエネル
ギーを
強調：データ
センターと
グリーンビ
ルディング

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップを開催
（7月15～16日＠インド、ハイデラバード）

 SCCP フェーズII概要:

• 米国とインドの官民部門連携を促進するための包括的なプロジェクト
• スマートで持続可能な都市、水と衛生、及びクリーンエネルギーの3つ
の分野において、規格、適合性評価、及び技術的規制に関する協力
を強化

• USTDAが支援し、インド工業連盟（CII）とANSIが中心となり、運営
 概要：

• 全6部で構成されるSCCP フェーズIIワークショップの第3部
• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のクリーンエネルギー
関係者70名以上が集まり、データセンターとグリーンビルディングの
成功及び課題を振り返り、国際規格や法規制への対応強化を議論

• ワークショップは、Bureau of Indian Standards（BIS）と共催
 ハイライト：

• 米国とインドの建物におけるエネルギー効率向上のためのガイドブッ
クBuildings Innovation Guide (BIG)を正式に発表
• 米国エネルギー省（DOE）が資金提供を行い、Lawrence 

Berkeley National Labの研究者が作成
• ハイデラバード、ムンバイ、デリー、トリバンドラム、及びバンガロール
の5都市で開催される「BIGathon」イベントを通じ、インド国内でBIGを
普及予定

米国規格協会
（ANSI）

Construction 

Week Online

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

c194546c-

4c75-

4985-

ad6e-

82af811cb

af1

https://ww

w.construc

tionweeko

nline.in/pro

jects-

tenders/10

491-india-

poised-to-

focus-on-

energy-

efficient-

and-high-

performan

ce-

buildings-

of-the-

future-

says-

building
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

米国 5-U6 米国 - イン
ド間 SCCP 

IIが、スマー
トシティ支援
のための
技術、標準、
建築基準に
関するワー
クショップを
ニューデ
リーにて
開催

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップへの参加を呼びかけ
（7月10～11日＠インド、ニューデリー）

 概要:

• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のスマートシティ関係
者80名以上が集まり、スマートかつ持続可能な都市及びインドの建築
基準について議論

• インドでの洪水と干ばつ被害に関連し、建築基準と安全の強化が
急務であることを確認

• また、インドへの外国投資においては、標準の調和、認証、及び
コンプライアンスの遵守が重要となることを強調

 今後の予定:

• 次回SCCP IIワークショップは、スマートシティと5Gネットワーク
テクノロジーをテーマに実施予定（9月5～6日@バンガロール）

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

3c273904-

0716-

4706-

94c9-

83b28305

cbae
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参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C1 小さな町に
おける環境
変革と標準
化実践事例
のパノラマ
分析 -

"Beautiful 

Cross 

Street"

7月15日 東華大学環境芸術デザイン研究所による浙江省台州市の恒街の総合
環境改善プロジェクトを紹介
 東華大学環境芸術デザイン研究所は、模範的な町作りをコンセプトに、浙江省台
州市の恒街の総合環境改善プロジェクトを実施

 策定されたガイドライン：
• 「浙江省台州市陸橋区街市環境修復工事ガイドライン（景観）」
• 「浙江省台州市陸橋区環境整備工事ガイドライン」
• 「浙江省泰州市陸橋区街市（景観）環境修復工事ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区街市道路補強の技術ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区鎮江町農村公衆トイレ建設ガイドライン」
• 「浙江省台州市陸橋区街市農村廃棄物処理および改修の建設
ガイドライン」

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtbzhzs/18

58.jhtml

中国 5-C2 ISOが新し
い国際規格
ISO 37122
「持続可能
な都市と
コミュニティ
- スマートシ
ティ指標」を
発表

7月4日 新しい国際規格ISO 37122「持続可能な都市とコミュニティ – スマート
シティ指標」を紹介
 ISO 37122は、ISO 37120「持続可能な都市とコミュニティ - 都市サービスと生活
の質の指標」を補完するもので、都市サービスの提供と生活の質を評価するため
の主要な指標。同時に、国家間で統一された尺度を提供する標準化された指標
のセットを形成

 国連の持続可能な開発の目標を推進し、より持続可能な世界のための世界的な
ロードマップを達成する際の都市のパフォーマンスを評価する際に有用

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201907/t

20190704

44789.ht

ml
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C3 全国グリー
ンファクト
リープロ
モーション
連盟第1回
評議会第3
回会議が
開催

7月8日 全国グリーンファクトリープロモーション連盟第1回評議会第3回会議が
開催（＠北京）

 討議内容：
• 中国におけるグリーンファクトリーの創造状況と開発提案について議
論し、以下の観点からグリーンファクトリー創造の発展の推進を提案
① グリーンファクトリーの戦略的計画を重視し、グリーンファクトリー

の包括的発展を促進
② 主要なグリーンテクノロジー革新を強化し、積極的に国際交流と

協力を実施
③ グリーンファクトリーの標準システムを改善し、産業ごとに標準の

改訂を実施
④ グリーンファクトリー関連の管理メカニズムに関する研究を促進
⑤ グリーンファクトリーポリシー基準の推進を強化し、全国で広報

活動を実施
 参加者：

• 省情報産業省エネルギー総合利用部、中国鉄鋼協会、中国石油
化学工業連盟、中国建材連盟、中国電子省エネルギー技術連盟、
中国機械生産性向上センターなどの代表者、計17人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5280

.html

中国 5-C4 全国グリー
ンファクト
リープロ
モーション
連盟会議お
よび2019年
グリーンファ
クトリー創造
フォーラムを
開催

7月10日 全国グリーンファクトリープロモーション連盟会議及び2019年グリーン
ファクトリー創造フォーラムを開催（7月30日＠蘇州）

 会議内容：
• グリーンファクトリー創設作業フェーズの概要と次の作業計画
• 専門家による基調講演
• グリーンファクトリー事例紹介
• 第三者評価機関による評価照明
• 典型的な産業におけるグリーンファクトリーの創設に関する報告
• 企業のグリーン製造技術に関する経験の共有

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5289

.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(3/4)

資源循環分野関連記事詳細（9/17）

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C5 水製品と水
道の水利用
効率に関す
る小委員会
の全国節水
標準化技術
委員会会議
が北京で
開催

7月15日 水製品と水道の水利用効率に関する小委員会である全国節水標準化
技術委員会会議が開催（＠北京）

 会議要旨：
• Bai Xue国家水保全標準化技術委員会事務総長が、標準化委員会
の管理措置や必須の国家標準管理措置など、関連する政策要件を
紹介

• 参加した専門家は小委員会の次の作業計画、水効率基準およびロゴ
の実施について議論し水効率基準とラベルの実施を促進するために
監督と管理が強化されるべきであることを強調

 Ma Lincong国家水保全標準化技術委員会の副局長 提案要旨：
• 「小委員会の事務局が国家政策の関連政策および標準委員会の管
理措置を積極的に理解し検討し、水効率試験装置の標準化の重要性
を強調し、水効率試験を確実にするべきである」

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201907/t

20190715

44869.ht

ml

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201907/t20190715_44869.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(4/4)

資源循環分野関連記事詳細（10/17）

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C6 電気電子製
品における
有害物質の
使用制限の
ための適合
性評価シス
テムの実施
準備に関す
る発表会を
実施

7月18日 「電気電子製品における有害物質の使用制限のための適合性評価
システム」の実施準備に関する発表会を実施（7月9日＠北京）
 本会は、電気電子製品における有害物質の使用制限のための適合性評価シス
テムの実施取り決めの発表後、最初の発表会であり、2019年11月には、適合性
評価システムが正式に実施される予定

 実施概要：
• 中国電子技術標準化研究院 中国品質認証センター、中国情報通信
研究所の専門家が、規格と適合性評価、認証規則、宣言プラット
フォームの関連コンテンツを共有

• 参加者が、「電気電子製品における有害物質の使用制限の管理ディ
レクトリ（第一回）」と関連する適合性評価システムの解釈文書を共同
で議論し、意見を求めるための業界向けの諮問草案を作成

 参加者：
• 協会、製造会社、試験/認証機関、大学、大学の専門家、国内外の関
連業界の代表者等、計300名以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5314

.html

中国 5-C7 Saixi 

Certificatio

nが「持続可
能な開発サ
ミットフォー
ラム」に参加
し、「グリー
ン製造サブ
フォーラム」
セミナーを
開催

7月3日 Saixi Certificationが「持続可能な開発サミットフォーラム」に参加し、
「グリーン製造サブフォーラム」セミナーを開催（6月27日）

 実施概要：
• ドイツの製造会社の代表者が基調講演を行い、国内外のグリーン製
造と持続可能な開発の開発プロセスと典型的な事例について国内外
のあらゆる代表者と共有し議論

• セミナーを通じ、中国のグリーン製造方針、基準、慣行が、中国とドイ
ツの企業及び関連当事者間で効果的に推進され、Saixi Certification
がこの機会を利用してより効率的に国内外の製造企業にサービスを
提供することを期待していることを説明

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5240

.html

再掲

http://www.cesi.cn/201907/5314.html
http://www.cesi.cn/201907/5240.html
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資源
循環

ベト
ナム

5-A1 TPM - 無駄
を減らし、
生産効率を
向上させる
ソリューショ
ン

7月3日 「包括的な機器性能の維持 - 廃棄物の削減と生産効率の向上のための
TPM（Total Productive Maintenance）ソリューションセミナー」を開催
（7月3日＠クアンガイ省）

 開催目的：
• 省人民委員会2016年6月28日付決定1144 / QD-UBNDに従い、

2016年～2020年に製品の生産性と品質を向上させるため
 主な実施内容：

• TPMの基本的内容、OEE（Overall Equipment Effectiveness)の
概念、機器関連の損失の分類・決定方法、OEEの計算及び測定状況
の紹介

 参加者：
• クアンガイ県の企業から60人以上

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/07/tpm-

giai-phap-

giam-

thieu-lang-

phi-nang-

cao-hieu-

qua-hoat-

dong-san-

xuat/

タイ 5-A2 タイ国立
科学技術
開発庁
（NSTDA）
はマレーシ
アのMIGHT
とSIRIMと
の関係を
強化

7月3日 タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）は、マレーシアのハイテク産官機構
（MIGHT）及び標準工業研究所（SIRIM）と覚書に署名（7月2日）

 参加者：
• Tan Sri Dr. Ir Ahmad Tajuddin Ali氏（MIGHT・SIRIM会長）、Datuk 

Dr. Mohd Yusoff Sulaiman氏（MIGHT所長兼CEO） 、Prof. Ir. Dr.  

Ahmad Fadzil Mohamad Hani氏（SIRIM所長兼グループチーフ
エグゼクティブ）、Narong Sirilertworakul氏（NSTDA会長）、Dr.  

Prasit Palittapongarnpim氏（NSTDA研究副学長）
 協力対象分野：

• NSTDA・MIGHT間：起業家の交流と開発、技術移転と産業開発、
持続可能な開発と都市、太陽光産業、試験

• NSTDA・SIRIM間：工業研究、標準試験、サービスの提供及び
商業化

タイ国立科学技
術開発庁
（NSTDA）

https://ww

w.nstda or.

th/en/news

/news-

years-

2019/823-

nstda-

strengthen

s-tie-with-

malaysian-

might-and-

sirim.html
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地域・
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参照#
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

ベト
ナム

5-A3 水の再利用
に係る国家
標準策定の
決定4209 / 

QD-

BKHCNを
発表

7月16日 科学技術省が水の再利用に関する国家標準策定に関する決定
4209 / QD-BKHCNを発表（2018年12月28日）

 策定された標準：
• TCVN 12525-1:2018 / ISO 20760-1：2018（都市部における水の再
利用－集中型水再利用システムのためのガイドライン－第1部：集中
型水再利用システムの設計原則）

• TCVN 12525-2:2018 / ISO 20760-2：2017（都市部における水の再
利用－集中型水再利用システムのためのガイドライン－第2部：集中
型水再利用システムの管理）

• TCVN 12526:2018 / ISO 20761：2018（都市部における水の再利用
－水の再利用の安全性評価のためのガイドライン－評価パラメータと
評価方法）

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/07/454

67/

ベト
ナム

5-A4 環境管理に
係る国家
標準策定の
決定4211 / 

QD-

BKHCNを
発表

7月16日 科学技術省が環境管理に関する3つの国家標準策定に関する決定
4211 / QD-BKHCNを発表（2018年12月28日）

 策定された標準：
• TCVN ISO/TS 14027:2018 / ISO / TS 14027：2017（環境ラベルと
宣言－製品カテゴリルールの開発）

• TCVN ISO/TR 14047:2018 / ISO/TR 14047:2012（環境管理－
ライフサイクルアセスメント－影響評価の状況にISO14044を適用
する方法例）

• TCVN ISO 14052:2018/ ISO 14052：2017 （環境管理－マテリアル
フローコスト会計－サプライチェーンにおける実施のための
ガイダンス）

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/07/quy

et-dinh-

4211-qd-

bkhcn-

cong-bo-

tieu-

chuan-

quoc-gia/
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インド
ネシア

5-A5 インドネシア
は国内の輸
送船に対し
IMOの低硫
黄燃料規制
を施行しな
い予定

7月26日 インドネシア運輸省は、クリーン燃料のコスト高のため、国内の輸送船に
対し低硫黄の海洋燃料を義務付ける新たな国際海事機関（IMO）の規則
を施行しないと発表

 背景：
• 2020年に施行される国際海事機関（IMO）の規則の下では、船舶の
排出から硫黄を除去するためのスクラバーが装備されていない限り、
船舶は最大0.5％硫黄含有量の燃料の使用が必要

 運輸省方針概要：
• 新規則遵守のためのコストが高いため、インドネシア運輸省は、インド
ネシア国籍の船舶は、スクラバーを使用せずに、2020年以降も最大
3.5％硫黄含有量の燃料を利用することを許可

• 18,000以上の島を持つ群島であるインドネシアは、国内の低硫黄燃
料の供給が改善されるまで、高硫黄燃料使用を許可

• 但し、インドネシア国内の国際航路を利用している外国籍船は、IMO
規則の硫黄上限の遵守が必要

 インドネシアの対応に対するIMO広報担当者発言要旨：
• 「（インドネシアが2012年に批准した）IMOの船舶による汚染防止の
ための国際条約「MARPOL Annex VI」は、引き続きすべての船に
適用される」

Reuter https://ww

w.reuters.c

om/article/i

ndonesia-

shipping-

regulations

/indonesia-

will-not-

enforce-

imo-low-

sulphur-

fuel-rules-

on-

domestic-

fleet-

idUSL4N2

4R14F
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インド
ネシア

5-A6 インドネシア
工業省が
更生タイヤ
に関する
国家規格
（SNI）を
策定

7月28日 インドネシア工業省は、更生タイヤ製品の適正製造基準（GMP）に関する
国家規格（SNI）を起草
 強制SNI実施計画の普及を目的として、インドネシア工業省は、更生タイヤ業界
の技術ガイダンス（bimtek）を実施し、20人の更生タイヤ業界のプレーヤーが
参加（7月24日~26日）

 現在更生タイヤに関するSNI規格は任意であるが、本SNIは強制規格となる予定
 2018年~2019年までの国家技術規制プログラム（PNRT）の一部として、

SNI 3768-2013（乗用車および商用車用タイヤの更生）が強制化予定の
57件のSNI一つとして提示

 強制SNIには、SNI 0098：2012（乗用車用タイヤ）、SNI 0099：2012
（トラック用およびバス用タイヤ）、SNI 0100：2012（軽トラック用タイヤ）、
SNI 0101：2012（オートバイ用タイヤ）等が含まれる

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

332/keme

nperin-

siapkan-

aturan-sni-

ban-

vulkanisir
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インド
ネシア

5-A7 政府は
小規模農家
のISPO認
証取得費用
を全額負担

7月31日 インドネシア政府は、小規模農家がインドネシアの持続可能なパーム油
（ISPO）認証を取得するための費用を負担することに合意

 背景：
• インドネシアのパーム油生産量の40％以上を小規模農家が生産して
いる一方、ISPO認証を受けている農家は0.1％

 目的：
• 小規模農家のアブラヤシ農園の認証により、インドネシアのパーム油
産業を輸入者による継続的なネガティブキャンペーンから保護

 費用負担プログラム概要：
• 今年末までに施行予定のISPOに関する大統領府規制の一部として
実施

• 政府による費用負担は、小規模農家がアブラヤシ農園での良好な
農業慣行を確実にするための認証を取得し、すべてのパーム油が
環境基準を遵守していることを海外のバイヤーに保証するのに有用

The Jakarta 

Post

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/07/31/govt

-to-fully-

finance-

ispo-

certificatio

n-for-

smallholde

rs.html

ベト
ナム

5-A8 輸入スク
ラップの
品質管理
方法を変更

7月31日 ベトナム首相が、輸入スクラップの品質管理方法の変更に関する法令に
署名
 署名された法令は、「環境保護法の実施に関するガイダンスを詳述した多数の
法令の修正および補足に関する法令40/2019 / ND-CP」

 法令への署名により、天然資源環境省は輸入スクラップの品質検査機関を任命
することが可能になり、すべての検査結果およびスクラップ出荷品の品質分析
及び、輸入スクラップ積荷の検査および品質分析の結果について責任を負う

VINACONTR

OL Group 

Corporation

http://www.

vinacontrol

.com.vn/ne

ws/thay-

doi-

phuong-

thuc-kiem-

tra-chat-

luong-phe-

lieu-nhap-

khau
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国際 5-O1 開発におけ
る都市の
レジリエンス
のための
新しいISO
規格

7月11日 ISOは、都市のレジリエンスに関する新しい規格を作成中
 概要：

• 都市のレジリエンスの枠組みの定義、原則と概念の明確化、適切な
行動の識別、実行、モニタリングの補助が目的

• 国連の居住プログラムであるUN-Habitatが主導し、ISO/TC 292, 

Security and resilienceが参画
• SDGs目標11「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ
持続可能にする」に対応

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref241

2 html

5-O2 IECは電気
スクーター
のための
統一規格を
計画

7月16日 IECは電動ペダルスクーター、一輪車、電動キックスクーターの統一規格
を策定予定（2019年秋～予定）
 本規格は新規設立されたIEC/TC125 Personal e-Transporters (PeTs)にて
討議され、第一回会議は9月23日～24日にブリュッセルで開催予定

 策定背景：
• 電動キックスクーターの不注意な使用及び技術的な故障によって多く
の事故が発生

 新規規格のスコープ：
• 自動車、充電ステーション、充電式電池の安全性と信頼性
• リサイクル性

electrive.com https://ww

w.electrive

.com/2019/

07/16/iec-

plans-

unified-

standards-

for-

electric-

scooters/
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国際 5-O3 海中で自然
分解の新プ
ラ素材を国
際標準化
政府、ISO
提案へ

7月18日 日本企業が開発を進める機能素材「海洋生分解性プラスチック」について、
日本政府主導で製品規格の国際標準化を検討
 近日中に経済産業省が有識者会議を立ち上げ、ＩＳＯに提案する製品規格などを
議論する予定

 策定背景:

• 日本では海洋生分解性プラスチックについて三菱ケミカルやカネカ
などが開発しているところ、市場拡大の実現には分解技術の信頼性
確保や品質の差別化が不可欠

• 業界の要望を受け、海洋生分解性プラの機能や品質基準に対する
“お墨付き”となる規格の策定を決定

 有識者会議への参加予定機関
• 産業技術総合研究所
• 日本バイオプラスチック協会
• 素材企業 等

産経新聞 https://ww

w.sankei c

om/politics

/news/190

718/plt190

7180001-

n1.html

5-O4 スマートシ
ティに関す
る規格

7月24日 XXX FIEE Smart Future exhibition and conferenceにてIECの
ラテンアメリカ地域センター長がスマートシティのエネルギー持続可能性
に関するパネルディスカッションに参加
 IECラテンアメリカ地域センター(IEC-LARC)長は現在IECで進行中のスマート
シティに関する活動の概要について説明

 具体的なトピック：
• 都市モビリティ
• クリーンエネルギー
• スマートシティのためのスマートテクノロジシステム 等

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/07/stand

ards-for-

smart-

cities/
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英国 6-E1 住宅所有者
は新グリー
ンモーゲー
ジにより、
金利、代金、
排出量を
削減

7月1日 政府は、グリーンモーゲージの活性化による住宅のエネルギー効率の
向上及び二酸化炭素排出量削減を促進

 背景：
• 6月27日、政府は2050年までに二酸化炭素排出量ゼロを
目指す法案を可決

• 二酸化炭素排出量ゼロに向けて、1700万戸の住宅のエネルギー
効率改善に着手

 概要：
• 政府は、金融機関に対しグリーンモーゲージ等のグリーン金融商品
開発に対し、500万ポンドの資金を拠出予定
• グリーンモーゲージでは、住宅のエネルギー評価向上により、
ローンが割引

• 政府は、業界に対し、古い住宅改装コストの削減方法の開発により、
1000万ポンドのイノベーション基金を拠出

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/hom

eowners-

could-cut-

mortgage-

rates-bills-

and-

emissions-

with-new-

green-

mortgages

ドイツ 6-E2 ENER Lot 

10の標準化
案 - 空調、
空気熱源
ヒートポンプ、
快適ファン

7月1日 欧州委員会（EC）は、空調のエコデザインに係る規則（Commission 

Regulation (EU) No 206/2012）に関する新たな規格の草案を作成中
 Commission Regulation (EU) No 206/2012概要：

• 空調、空熱源ヒートポンプ、快適ファンのエコデザイン要件を規定
 経緯：

• ECはCEN-CENELEC Management Centre（CCMC）に、空調、空
熱源ヒートポンプ、快適ファンのエコデザインに関する標準化提案の
最初の草案を提出（2019年3月）
• 既存の規格に基づき、測定及び計算のための方法を定める調和
のとれた規格開発を企図

• 標準化アドホックグループLOT10 Productsを設立
• CEN / CENELECの利害関係者と会議を実施（2019年4月）

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/ener-

lot-10-

entwurf-

normungs

antrag
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英国 6-E3 BSIは顧客

のためにド
ローン技術
を展開

7月2日 BSIは、3Dモデリングサービス提供に向け、vScenarioと提携を開始
 概要：

• BSIは、最新のドローン技術と3Dモデリングにより、検査報告、リアル
タイムのビデオ映像、2Dまたは3Dマップ、高解像度画像、熱画像/赤
外線画像、ガス/化学/液体センサー分析等の詳細なデータを収集、
提供、顧客のデータ駆動型意思決定を支援

• 特に、下記の分野においてドローン技術を提供
• 高リスク地域のビジュアルプロット
• 環境監査
• 災害後のイベントの評価と評価
• 修復現場のモニタリングと浄化進捗のデジタル化
• エネルギーシステムのモニタリング（例：太陽電池パネルのひび
割れや露出部品の調査、CO2排出量の測定）

• 建設現場の進捗状況と比較評価
• 農業に関する監視等（例：農作物のモニタリング、汚染物質の侵
入、持続可能な慣行の確保）

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/july/bs

i-

harnesses

-drone-

technology

-for-clients/

ドイツ 6-E4 BMWiは、
石炭排除法
の枠組みと
次のステッ
プを制定

7月3日 BMWiは、脱石炭に向けた枠組みと次のステップを制定（7月3日）
 脱炭素化に向け、最初の枠組み及び次のステップについて文書を発表

 背景：
• The cornerstones of structural changeは内閣で既に採択
（2018年5月22日）

• 2019年2月に制定されたCommission "Growth, Structural Change 

and Employment" は段階的に実装中

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190704-

bmwi-legt-

rahmen-

der-

kohleausst

iegsgesetz

gebung-

vor html
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ドイツ 6-E5 Altmaier：
"ドイツのエ
ネルギー供
給は高度な
安全性を
維持”

7月3日 BMWiは、エネルギー供給の安全性に関するモニタリングレポートを発行
（7月3日）

 概要：
• BMWiは定期的に、エネルギー供給の安全性に関するモニタリングレ
ポートを発行

• 2030年までのエネルギー市場及び利用可能な発電所の推移を検討、
安全な電力供給が担保される旨を結論

 Altmaier経済相発言要旨：
• 「ドイツにおけるエネルギー供給の安全性は国際基準で非常に高く、
今後は石炭発電の段階的廃止と並行して、供給安全性への影響を繰
り返し検討予定」

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190703-

altmaier-

versorgun

gssicherhe

it-in-

deutschlan

d-

weiterhin-

sehr-

hoch.html

ドイツ 6-E6 充電式電気
化学電池 -
低放出移動
度とエネル
ギー貯蔵の
ための重要
技術

7月10日 欧州委員会（EC）は、安全で持続可能な（グリーンな）電池の生産に影響
を与える主要因についての調査を実施
 同時に、「デザインと使用」の観点から電池の持続可能性を追求

 背景：
• 2018年5月17日、ECは、Communication COM (2018) 293 

"Europe on the move: Sustainable mobility for Europe: safe, 

connected and clean" を発行、電池に関する戦略的行動計画を規定
• Ecodesign Directive 2009/125 / ECを基礎として、国内市場におけ
る環境、エネルギー効率の良い製品の生産を促進

 概要：
• Battery Directive (2006/66 / EC)の定義の下、電気自動車での使用
が想定される「産業用電池」を中心に充電式電気化学電池を調査

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke.de/d

e/news/20

19/wiedera

ufladbare-

elektroche

mische-

batterien

再掲

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190703-altmaier-versorgungssicherheit-in-deutschland-weiterhin-sehr-hoch.html
https://www.dke.de/de/news/2019/wiederaufladbare-elektrochemische-batterien
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欧州 6-E7 新欧州議会
が始動

7月15日 欧州議会の総会を開催予定（7月15日週＠ストラスブール、フランス）
 Orgalimの関与：

• Orgalimは、欧州の技術産業がイノベーションを起こし、ビジネスを行
うための枠組みを形成する委員会に参加

• 特に、下記の分野で法案策定や政策提言を実施
• 産業、研究、エネルギー（ITRE）
• 国内市場と消費者保護（IMCO）
• 環境、公衆衛生及び食品安全（ENVI）

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim )

https://ww

w.orgalim.

eu/news/n

ew-

european-

parliament

-and-

running

英国 6-E8 家庭のエネ
ルギー改善
のため低
所得世帯は
信頼できる
商人に保証
されるべき

7月15日 政府は、信頼できるエネルギー供給業者に対し”TrustMark”を定め、
低所得世帯のエネルギー効率改善を促進

 背景：
• 政府は、2050年までに温室効果ガス排出ゼロ目標を発表
• 建物からの排出量は、総二酸化炭素排出量の25％近くを占め、政府

は削減を企図
 概要：

• Energy Company Obligation (ECO)の下、30万以上の低所得世帯
の保護を目的とした「TrustMark」スキームが開始
• TrustMarkにより、低所得世帯がエネルギー効率改善を行う際に
信頼できる業者を確認可能

• 炭素排出量ゼロを目指し、低所得世帯のエネルギー効率改善を進め
るため、36憶ポンド以上を投資

• また、品質マークにより住宅のエネルギー効率を改善する年間約100
万以上の住宅所有者の保護を加速

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov.uk/g

overnment

/news/low-

income-

household

s-to-be-

guarantee

d-trusted-

tradesmen

-for-home-

energy-

improvem

ents

再掲

https://www.orgalim.eu/news/new-european-parliament-and-running
https://www.gov.uk/government/news/low-income-households-to-be-guaranteed-trusted-tradesmen-for-home-energy-improvements
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英国 6-E9 電力部門に
おける炭素
回収、利用
および貯蔵
（CCUS）の
ための市場
ベースの
枠組み

7月22日 英ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）は、Market based 

frameworks for carbon capture, usage and storage (CCUS) 

in the power sectorを発行
 概要：

• 電力部門における炭素回収、利用および貯蔵（CCUS）のための市場
ベースの枠組みを提示

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov.uk/g

overnment

/publicatio

ns/market-

based-

framework

s-for-

carbon-

capture-

usage-

and-

storage-

ccus-in-

the-power-

sector

ドイツ 6-E10 燃料補給 7月24日 DINは、液化天然ガス（LNG）の移送に関しDIN 86209-2:2019-08 

Versorgung von Schiffen mit LNG als Kraftstoff - Technische 

Lieferbedingungen und Prüfkriterien für 

Versorgungskupplungen - Teil 2: Nottrennkupplungenを発行
 DIN 86209-2:2019-08概要：

• LNGの船舶移送に使用されるカップリングの性能と試験要件を規定

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/flue

ssig-

tanken-

339384

ドイツ 6-E11 ファクト
チェック
-

Bidirection

al Energy 

Flows

7月25日 VDEは、Bidirectional Energy Flowsに関し、標準化等を含む活動に
取り組んでいることを発表

 概要：
• Bidirectional Energy Flowsは、電気を双方向で供給するシステム
モデルであり、電気自動車の普及において重要な概念

• VDEは、Bidirectional Energy Flowsの標準化、ルール設定、製品
テスト開発等に関与

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde.com

/topics-

de/mobility

/aktuelles/f

aktenchec

k-

bidirektion

ale-

energieflu

esse

再掲

再掲

https://www.gov.uk/government/publications/market-based-frameworks-for-carbon-capture-usage-and-storage-ccus-in-the-power-sector
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/fluessig-tanken-339384
https://www.vde.com/topics-de/mobility/aktuelles/faktencheck-bidirektionale-energiefluesse
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ドイツ 6-E12 Bidirection

al energy 

flows：モビ
リティ及びエ
ネルギー分
野における
柔軟性のあ
る選択にお
けるファクト
チェック

7月25日 VDE Mobilityは、Fact Check: Bidirectional Energy Flowsを発行
（7月24日）

 概要：
• Bidirectional Energy Flowsに関する基本的な概念の定義及び既存
の規制について記載

 その他取り組み概要：
• DKEは、Bidirectional Energy Flows関連ワーキンググループにて検
討を推進（以下、担当委員会抜粋）
• DKE 353.0.101 "Load management when charging electric 

vehicles also taking into account bidirectional energy flow“

• DKE 353.0.401 " Bidirektionales Laden“

• また、VDE Mobility下で、FNN project group"Grid Integration 

Electromobility" が活動

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke.de/d

e/news/20

19/bidirekti

onale-

energieflu

esse-

faktenchec

k-

mobilitaet-

energie

フラン
ス

6-E13 第三令：
エネルギー
効率を向上
させる
AFNOR
エンジニア

7月26日 建物のエネルギー消費削減を定めたDécret n°2019-771 du 23 juillet 

2019が発行され、ANFORは適応を支援（7月25日）
 Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019概要：

• 建物所有者に対し、当該建物のエネルギー消費を2010年と比べ、
2030年には40%、2050年には60%減実施を指令

• また、所有者及び代理人に対し、エネルギー消費データの指定
プラットフォームへの転送を指令

 概要：
• ANFORは、対象資産の分析及びエネルギー監査を実施し、適応を
支援

フランス規格
協会（AFNOR）

https://ww

w.afnor.or

g/actualite

s/decret-

tertiaire-

afnor-

energies-

performan

ce-

energetiqu

e/

再掲

https://www.dke.de/de/news/2019/bidirektionale-energiefluesse-faktencheck-mobilitaet-energie
https://www.afnor.org/actualites/decret-tertiaire-afnor-energies-performance-energetique/
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欧州 6-E14 ABBは電気
バスとトラッ
クの市場で
のより高い
相互運用性
をサポート

7月31日 ABB（スイス企業）はEUが支持するASUSUREDコンソーシアムの中で
中心的な役割を果たし、電気バス用充電インフラストラクチャの標準化に
貢献

 ASUSUREDコンソーシアム概要：
• 2017年10月開始に開始された4年間のプロジェクト
• Horizo n 2020 Green Vehiclesプログラムの下、欧州連合が資金
提供

• 都市部の重作業用途向けの高電力充電ソリューションの開発とテスト
を目的として設置

 現在の活動内容：
• 既存のドラフト規格に基づく大型車の自動充電の仕様を概説する
レポート作成

 今後のスケジュール：
• レポートに概説されている標準に基づく適合性及び相互運用性テスト
の開発を目的として、IDIADA社（スペインの気動車企業）のテスト
ハウスでの管理下、テストを開始予定
（2019年第4四半期＠バルセロナ）

• 実環境下における充電器と自動車の相互運用性の実証
（2020年～2021年：＠ヨーテボリ、バルセロナ、オスナブリュック）

Voltimum https://ww

w.voltimu

m co uk/art

icles/abb-

supports-

greater-

interopera

bility

欧州 6-E15 ECOS標準
化トレーニ
ングの日程
確保を

7月8日 ECOSは、"Standadization and Environment"トレーニングを開催
予定（10月2日、22日）

 概要：
• Intro to Standardization（10月2日＠Webiner）
• Standardization Training Session （10月22日＠ブリュッセル、
ベルギー）※ECOSエキスパート及びメンバーのみ

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https://eco

standard.o

rg/news e

vents/save

-the-date-

ecos-

trainings-

standardis

ation-and-

the-

environme

nt/

再掲

再掲

https://www.voltimum.co.uk/articles/abb-supports-greater-interoperability
https://ecostandard.org/news_events/save-the-date-ecos-trainings-standardisation-and-the-environment/
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欧州 6-E16 エコデザイ
ンとエネル
ギーラベル
に関する
会議

7月 CEN及びCENELECは、European Sustainable Energy Week 

(EUSEW)の一環として、“Ecodesign and Energy Labels: setting 

standards for consumers” イベントを開催
（6月20日＠ブリュッセル、ベルギー）

 概要:

• 標準化機関、消費者団体、業界、及びEU関連機関の代表者が集結
し、エコデザインとエネルギーラベリング及び関連規格の役割に
ついて議論

• 3つのパネルディスカッションを開催
• Panel 1 – Consumer relevant product testing standards

• Panel 2 - Material efficiency aspects in energy-related 

products

• Panel 3 - Future EU product policy and its impacts and 

challenges

CENELEC https://ww

w.cencene

lec eu/Ne

ws/Newsle

tters/Newsl

etters/Issu

e%2009

Onthespot.

pdf

欧州 6-E17 ANECの
EUSEW19
への参加

7月 Chris Evans（ANEC expert）がEU Sustainable Energy Week 2019
（EUSEW19）のセッションにパネルメンバーとして参加（6月20日）

 概要：
• セッションは”Eco-design and Energy labels: setting standards for 

consumers”と題され、エコデザインとエネルギーラベリング規制にお
ける欧州規格の必要性を強調

• また、消費者にとって、家電製品のエネルギー性能を評価する上でも
規格が重要であることを確認

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n（ANEC）

https://ww

w.anec eu/

publication

s/newslett

ers

https://www.cencenelec.eu/News/Newsletters/Newsletters/Issue%2009_Onthespot.pdf
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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米国 6-U1 ULは
Tamaulipas 

Energy 

Commissio

nとメキシコ
エネルギー
省と共同で
"Wind Atlas 

of the State 

of 

Tamaulipas

"を開発

7月1日 ULは、メキシコエネルギー省及びEnergy Commission of the State of 

Tamaulipas (CETAM)と"Wind Atlas of the State of Tamaulipas"を
共同開発

 Wind Atlas of the State of Tamaulipas概要：
• メキシコタマウリパス州の再生可能エネルギーの使用拡大を目的とし
て作成された風力エネルギーマップ

• 気候数値予測モデルにより作成、地域のプロジェクト開発者から得ら
れた実際のデータにより検証及び調整を実施

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

collaborate

s-

tamaulipas

-energy-

commissio

n-and-

mexico%2

7s-

ministry-

energy-

develop-

wind-atlas

米国 6-U2 ULと
Wintech 

Testing and 

Certificatio

nが合同で
Builfing 

Envelop 

Community
に最高クラ
スの試験及
び認証サー
ビスを提供

7月2日 ULは、英Wintech Testing and Certificationを買収、建物の構造部位
（Building Envelope）の評価、試験、認証に関するサービスを強化

 Wintech Testing and Certification概要：
• 英国のTelfordに拠点を置く、Building Envelopの試験及び認証サー
ビスを提供する非公開企業

• United Kingdom Accreditation Service (UKAS)の認定を受け、英国
最大級の独自ラボ施設を保有

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

and-

wintech-

testing-

and-

certificatio

n-

combine-

provide-

best-class-

testing-

and-

certificatio

n
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米国 6-U3 ULは、屋内
環境品質及
び持続可能
性サービス
を提供する
Healthy 

Buildingsを
買収

7月2日 ULは、米Healthy Buildings Internationalを買収、
グリーンビルディングに関するサービスを強化

 H ealthy Buildings International概要：
• 建物の屋内空気質、水質、金型の評価等のサービス提供を通じ、建
物のグリーンビルディング及びウェルネス認証取得及び市場価値向
上を支援

• 年間4000以上の屋内大気質検査、1,200以上のグリーンビルディン
グ関連プロジェクトを実施

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

acquires-

healthy-

buildings-

indoor-

environme

ntal-

quality-

and-

sustainabil

ity-

services-

company

米国 6-U4 IoTワーク
ショップ
レポート

7月8日 NISTは、4月3～4日に行われたIoTのワークショップに関するレポートを
発行

 概要：
• NISTのPublic Safety Communications Research Program(PSCR)
は、IoTに関するワークショップを開催（4月3～4日）

• パブリックセーフティ領域におけるIoT技術、相互運用性、IoT及び
センサー統合に関する標準に焦点

米国標準
技術局 （NIST）

https://ww

w.nist gov/

publication

s/internet-

things-

workshop-

report

1183

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/10)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（10/32）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.ul.com/news/ul-acquires-healthy-buildings-indoor-environmental-quality-and-sustainability-services-company
https://www.nist.gov/publications/internet-things-workshop-report
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米国 6-U5 自動車
ディーラー
はコロラドが
汚染の少な
い自動車
規格を採用
する動きと
戦い続ける
ことを誓う

7月9日 米Colorado Automobile Dealers Association（CADA）は、コロラド州
が大気汚染の少ない自動車規格を採用する動きに関し、異議を表明

 概要：
• コロラド州は、最終的にカリフォルニア州が採用するゼロエミッション
規制の適用を検討

• CADAは、規制が適用された場合に自動車ディーラーが被る経済的
打撃を主張

The Colorado 

Sun

https://colo

radosun.c

om/2019/0

7/09/auto-

dealers-

say-judge-

is-wrong-

to-dismiss-

its-lawsuit-

fighting-

colorados-

lev-law/

米国 6-U6 米24知事、
トランプ政権
の燃費規制
緩和に対抗

7月10日 カリフォルニア州等の米国知事24人は、自動車燃費規制の大幅な緩和を
目指すトランプ政権に対抗するとの誓約文書を発表（7月9日）

 背景：
• 米国では、運輸部門が最大の二酸化炭素（CO2）排出源
• カリフォルニア州は自動車メーカーに一定割合の電気自動車（EV）

の販売を義務付ける等、政府より厳しい大気汚染規制を実施、
一部の州が追随。政権側はこうした独自規制の撤廃も要求

 概要：
• 文書には、協力な規制がコミュニティーを不要な大気汚染と燃料代
から守る旨が記載

• 地球温暖化対策のためにオバマ前政権が定めた厳しい規制の遵守
を要求

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXMZO47

184190Q9

A710C1FF

2000/

再掲

再掲

https://coloradosun.com/2019/07/09/auto-dealers-say-judge-is-wrong-to-dismiss-its-lawsuit-fighting-colorados-lev-law/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47184190Q9A710C1FF2000/
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米国 6-U7 ASTM 

Internation

alは、Gulf 

Downstrea

m 

Association
にメンバー
として参加

7月12日 ASTMは、Gulf Downstream Association（GDA）にKnowledge 

Partnerメンバーとして参加
 GDA概要：

• 本拠地：バーレーン、マナマ
• 2016年7月、バーレーン王国の内閣令により、設立された非営利団体
• 湾岸諸国の川下国営石油企業のネットワークとして、下記4社の出資
により設立
• Saudi Aramco, Kuwait Petroleum International (KPI)、Bahrain 

Petroleum Company (BAPCO)、Kuwait National Petroleum 

Company (KNPC) 、Abu Dhabi National Oil Company 

(ADNOC)

• エネルギー業界に関するナレッジやベストプラクティスの共有による、
産業振興を企図

 ASTM関係概要：
• ASTMは湾岸地域の標準化機関と複数のMoUを締結
• 毎年、湾岸地域で開催されるイベントを支援

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-joins-

gulf-

downstrea

m-

associatio

n-member

米国 6-U8 EPAは再生
可能燃料
基準のため
の量基準を
発表

7月16日 米国環境保護庁（EPA）は、再生可能燃料基準（RFS）に関して、2020年
の再生可能基準量と2021年のバイオマスベースディーゼル基準量を
発表（7月5日）

 背景：
• EPAは、毎年、再生可能燃料基準（RFS）の基準量を発表し、翌年の
遵守義務について関係者に勧告

 概要：
• 2020年の基準量に関して、従来のバイオ燃料基準を150億ガロンに
維持、先進のバイオ燃料及びセルロース系バイオ燃料基準を1億
2000万ガロン増加

• 2021年のバイオマスベースディーゼル基準量に関して、バイオマス
ディーゼル販売量は24.3億ガロンに維持

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/epa-

releases-

proposed-

volume-

standards-

75372/
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https://www.astm.org/newsroom/astm-international-joins-gulf-downstream-association-member
https://www.jdsupra.com/legalnews/epa-releases-proposed-volume-standards-75372/
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米国 6-U9 NARUC：
FERCは、
Order 841
の発行にお
いて「権力
の権限」を
侵害

7月17日 National Association of Regulatory Utility Commissioners 

(NARUC）は、 Federal Energy Regulatory Commission's (FERC) 
のOrder 841に関して、コロンビア特別区の控訴裁判所に審査の申立て
を提出

 Order 841概要：
• 2018年2月15日、卸売り市場における蓄電設備の導入を目的として
制定

 概要：
• NARUCは、FERCのOrder 841の一部は法律に沿わないものであり、

FERCの権限を越えた命令であると主張

Utility Dive https://ww

w.utilitydiv

e com/new

s/naruc-

ferc-went-

beyond-

authority-

of-power-

in-issuing-

order-

841/55894

1/

米国 6-U10 知っていた
か？
（温室効果
ガスに関す
る認定プロ
グラムにつ
いて）

7月19日 ANSIは、温室効果ガスに関する第三者認証機関に対し、ANSI National 

Accreditation Board (ANAB）認定プログラムを提供
 概要：

• ISO 14065:2013, Greenhouse gases – Requirements for 

greenhouse gas validation and verification bodies for use in 

accreditation or other forms of recognitionに倣い、第三者機関と
して妥当性確認・検証機関を認定

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

baa1b7dc-

25bd-

4e46-

8423-

0bd041c3

6859
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再掲

https://www.utilitydive.com/news/naruc-ferc-went-beyond-authority-of-power-in-issuing-order-841/558941/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=baa1b7dc-25bd-4e46-8423-0bd041c36859
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米国 6-U11 オハイオ州
のクリーン
エネルギー
にとっての
後退

7月23日 オハイオ州は風力発電に対する規制を強化するHouse Bill 6を可決
（7月23日）

 House Bill 6概要：
• 1950年代に設立された2つの非経済的な石炭火力発電所及び

FirstEnergyの原子力発電所を救済のため、電気価格を増加
• 12.5％の再生可能エネルギー基準を撤廃し、エネルギー効率基準を
段階的に廃止

Windpower 

Engineering & 

Development

https://ww

w.windpow

erengineer

ing.com/bu

siness-

news-

projects/its

-a-step-

backward-

for-clean-

energy-in-

ohio/

米国 6-U12 上院議員は
2035年まで
に電気事業
者に対し、
エネルギー
の22％の
節約を求め
る国家効率
基準を提案

7月26日 上院議員3名は、国家エネルギー削減・効率化基準であるNational 

Energy Efficiency Resource Standard （EERS）法案を提案
 ステークホルダによる当法案への見解：

• 当該基準は、2035年までに電気事業者に対し22％、ガス事業に対し
14%のエネルギー削減の達成を要求

• 議員らは、現在半数以上の州が類似の基準を整備しており、顧客が
消費を削減するための費用対効果の高い方法であることを主張

• American Council for an Energy-Efficient Economy（ACEEE）は、
当該法案により企業や家族は約1,500億ドルを節約可能であり、
また400,000人の雇用創出に繋がる旨を指摘

Utility Dive https://ww

w.utilitydiv

e com/new

s/senators-

propose-

national-

efficiency-

standard-

to-save-

22-of-

electric-

utili/55960

0/

1187

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/10)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（14/32）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/its-a-step-backward-for-clean-energy-in-ohio/
https://www.utilitydive.com/news/senators-propose-national-efficiency-standard-to-save-22-of-electric-utili/559600/
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米国 6-U13 コードと規格
がアメリカの
エネルギー
インフラと建
築環境をど
のように保
護するかが
焦点の
World 

Standards 

Day Hill
イベント

7月8日 ANSIとNISTは、2019 World Standards Day Hill イベントを開催予定
（7月25日＠ワシントンDC）

 概要：
• アメリカのエネルギー基盤と建築環境保護のためのコードと規格に
焦点

 参加予定者：
• Mary Saunders, Vice President, Government Relations, ANSI

• Seth Statler, Director of Government Affairs, NFPA

• Mark Roberts, Senior Regional Manager of Government 

Relations, ICC

• Jim Wolf, ASHRAE President 2000-2001, and Chair of the 

ASHRAE Multi-Disciplinary Task Group on Low GWP 

Refrigerants, ASHRAE

• Debra Phillips, Vice President, Global Industry Services, API

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

2d625c87-

9eea-

4e42-

bcae-

cea76a0fd

e53
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https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=2d625c87-9eea-4e42-bcae-cea76a0fde53
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米国 6-U14 World 

Standards 

Day Hill
イベントにお
いてコードと
規格の価値
を強調

7月29日 ANSIとNISTは、2019 World Standards Day Hill イベントを開催
（7月25日＠ワシントンDC）

 概要：
• アメリカのエネルギー基盤と建築環境保護のためのコードと規格に焦
点

• 62名以上の参加者が、"Codes and Standards—Protecting 

America's Energy Infrastructure and the Built Environment."をテー
マに議論
• 州や地方自治体に対し、インフラのレジリエンス向上という観点か
ら、最新規格の採用を奨励することの重要性を強調

• また、議会に対し、インフラ整備のための資金支援及び、公衆衛生、
安全、環境関連コード及び規格の価値に対する継続的な認知を
呼びかけ

• 以下団体のパネリストがディスカッションを実施
• American Petroleum Institute (API)

• International Code Council (ICC)

• National Fire Protection Association (NFPA)

• American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning (ASHRAE)

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

3eaa51b2-

30e1-

46d6-

84a1-

2a5bc911

8b4c
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https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=3eaa51b2-30e1-46d6-84a1-2a5bc9118b4c
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米国 6-U15 インドでの
USTDA、
ANSI＆CII
ワークショッ
プはクリー
ンエネル
ギーを
強調：データ
センターと
グリーンビ
ルディング

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップを開催
（7月15～16日＠インド、ハイデラバード）

 SCCP フェーズII概要:

• 米国とインドの官民部門連携を促進するための包括的なプロジェクト
• スマートで持続可能な都市、水と衛生、及びクリーンエネルギーの3つ
の分野において、規格、適合性評価、及び技術的規制に関する協力
を強化

• USTDAが支援し、インド工業連盟（CII）とANSIが中心となり、運営
 概要：

• 全6部で構成されるSCCP フェーズIIワークショップの第3部
• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のクリーンエネルギー
関係者70名以上が集まり、データセンターとグリーンビルディングの
成功及び課題を振り返り、国際規格や法規制への対応強化を議論

• ワークショップは、Bureau of Indian Standards（BIS）と共催
 ハイライト：

• 米国とインドの建物におけるエネルギー効率向上のためのガイドブッ
クBuildings Innovation Guide (BIG)を正式に発表
• 米国エネルギー省（DOE）が資金提供を行い、Lawrence 

Berkeley National Labの研究者が作成
• ハイデラバード、ムンバイ、デリー、トリバンドラム、及びバンガロール
の5都市で開催される「BIGathon」イベントを通じ、インド国内でBIGを
普及予定

米国規格協会
（ANSI）

Construction 

Week Online

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

c194546c-

4c75-

4985-

ad6e-

82af811cb

af1

https://ww

w.construc

tionweeko

nline.in/pro

jects-

tenders/10

491-india-

poised-to-

focus-on-

energy-

efficient-

and-high-

performan

ce-

buildings-

of-the-

future-

says-

building
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（17/32）

テーマ別情報詳細

再掲

エネルギーマネジメント

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=c194546c-4c75-4985-ad6e-82af811cbaf1
https://www.constructionweekonline.in/projects-tenders/10491-india-poised-to-focus-on-energy-efficient-and-high-performance-buildings-of-the-future-says-building
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米国 6-U16 米国 - イン
ド間 SCCP 

IIが、スマー
トシティ支援
のための
技術、標準、
建築基準に
関するワー
クショップを
ニューデ
リーにて
開催

7月29日 ANSIは、米国貿易開発局（USTDA）の米国ーインド間規格適合
プログラム（SCCP）フェーズIIワークショップへの参加を呼びかけ
（7月10～11日＠インド、ニューデリー）

 概要:

• インド及び米国の、政府、民間、標準化団体等のスマートシティ関係
者80名以上が集まり、スマートかつ持続可能な都市及びインドの建築
基準について議論

• インドでの洪水と干ばつ被害に関連し、建築基準と安全の強化が
急務であることを確認

• また、インドへの外国投資においては、標準の調和、認証、及び
コンプライアンスの遵守が重要となることを強調

 今後の予定:

• 次回SCCP IIワークショップは、スマートシティと5Gネットワーク
テクノロジーをテーマに実施予定（9月5～6日@バンガロール）

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

3c273904-

0716-

4706-

94c9-

83b28305

cbae

1191
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テーマ別情報詳細

再掲

エネルギーマネジメント

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=3c273904-0716-4706-94c9-83b28305cbae
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中国 6-C1 中国は
クリーンエネ
ルギーの
ための電池
貯蔵技術を
後押しする

7月2日 中国は、今後2年間でエネルギー貯蔵技術の開発を促進するための行動
計画を発表

 行動計画の目的：
• 中国におけるエネルギー貯蔵技術と産業の健全な発展を促進し、
かつクリーン、低炭素、安全、効率的なエネルギーシステムの構築と
高品質エネルギーの開発を促進

• 国際規格に準拠し、エネルギー貯蔵システムと機器のライフサイクル
全体を網羅する標準システムを確立

Xinhua http://www.

xinhuanet.

com/englis

h/2019-

07/02/c 1

38192496.

htm

中国 6-C2 オーストリア
のウィーン
で第4回国
際標準化機
構/エネル
ギー管理・
省エネル
ギー技術委
員会（ISO / 

TC301）の
総会が開催

7月2日 ISO / TC 301エネルギー管理および省エネルギー会議の第4回総会
およびワーキンググループ会議が開催（6月15日~21日＠ウィーン）

 実施概要：
• 会長諮問グループ、6つの作業グループおよび臨時作業グループ、

4つの連絡組織が進捗を報告
• 2人の副委員長を承認するとともに、技術委員会の作業計画について
討議

• 中国標準化研究員の専門家のWang Wei氏が引き続きTC301の
副会長を務めることを承認、中国がこの分野で主導的な役割を果たし
続けることを支持

• 関連分野における新たな標準化ニーズを検討するため、「人的能力」
や「エネルギー管理プロセス測定」などの専門家グループを設置する
ことを決定

 ISO / TC 301関連作業部会（WG）と平行して実施された会議で、ISO_DIS 

50004などの5つの国際規格について活発な議論を実施
 ISO / TC301の国内テクニカルカウンターパートとして、中国国家標準化協会は、

ISO_DIS 50004のような国際規格の討議と全体会議に参加するために国内
専門家を組織

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201907/t

20190702

44780.ht

ml
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中国 6-C3 ISO国際
規格「太陽
熱集熱器
分野 - 性能
試験」が
正式に登録

7月2日 ISO国際規格「太陽熱集熱器分野 - 性能試験」が正式にNP提案として
登録
 ISO / TC180 / SC4ソーラー技術委員会システム - 熱性能、信頼性、および耐久
性に関するサブ委員会においてデンマークによって提案され、新しい作業
プロジェクト提案（NP）として登録（2019年6月）

 太陽熱集熱器の性能を決定し、太陽熱工学試験と認証の標準を提供する技術
規格として策定を予定

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201907/t

20190702

44781.ht

ml

中国 6-C4 ISOが新し
い国際規格
ISO 37122
「持続可能
な都市とコ
ミュニティ -
スマートシ
ティ指標」を
発表

7月4日 新しい国際規格ISO 37122「持続可能な都市とコミュニティ –
スマートシティ指標」を紹介
 ISO 37122は、ISO 37120「持続可能な都市とコミュニティ - 都市サービスと生活
の質の指標」を補完するもので、都市サービスの提供と生活の質を評価するため
の主要な指標。同時に、国家間で統一された尺度を提供する標準化された指標
のセットを形成

 国連の持続可能な開発の目標を推進し、より持続可能な世界のための世界的な
ロードマップを達成する際の都市のパフォーマンスを評価する際に有用

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201907/t

20190704

44789.ht

ml

中国 6-C5 全国グリー
ンファクト
リープロ
モーション
連盟会議お
よび2019年
グリーンファ
クトリー創造
フォーラムを
開催

7月10日 全国グリーンファクトリープロモーション連盟会議及び2019年グリーン
ファクトリー創造フォーラムを開催（7月30日＠蘇州）

 会議内容：
• グリーンファクトリー創設作業フェーズの概要と次の作業計画
• 専門家による基調講演
• グリーンファクトリー事例紹介
• 第三者評価機関による評価照明
• 典型的な産業におけるグリーンファクトリーの創設に関する報告
• 企業のグリーン製造技術に関する経験の共有

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5289

.html
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中国 6-C6 李克强国務
院首相が、
気候変動と
省エネル
ギーおよび
排出削減に
関するリー
ディング
グループ
会議の議長
を務める

7月11日 李克强国務院首相が議長を務める気候変動と省エネルギーおよび排出
削減に関するリーディンググループ会議が開催

 李克强国務院首相発言要旨：
• 産業用クリーン生産、省エネ、輸送時の排出量削減を積極的に推進し、
建物の省エネ改修や、水力、風力、太陽光などのクリーンエネルギー
の開発を推進

• クリーンエネルギーおよび低炭素分野における主要技術のブレークス
ルーを加速し、省エネおよび排出削減機器製造業を強化、省エネ
および排出削減契約管理サービスを積極的に推進

• グリーンな財政支援を増やし、省エネルギーと排出削減に関連する
税制上の優遇措置を実施。エネルギー、排出量、炭素排出量取引の
市場の確立を加速させ、省エネと排出削減のための長期的
メカニズムを構築

 参加者:

• 共産党中央委員会の政治局の常任委員会委員,国務院副首相,気候
変動・省エネ・排出削減のためのリーディンググループ

中国人民政府 http://www.

gov.cn/pre

mier/2019-

07/11/cont

ent 54084

42.htm

中国 6-C7 「ACファン
のエネル
ギー効率限
界値とエネ
ルギー効率
定格」の第2
回改訂会議
を開催

7月12日 国家エネルギー標準化委員会が国家規格「ACファンのエネルギー効率
限界値とエネルギー効率定格」の第2回改訂会議を開催
（＠湖南省湘潭市）

 改訂内容：
• ACファンの待機電力の定義と限界、ACファンとDCファンの
エネルギー効率の評価等を中心に議論

• 規格の名称、適用範囲、用語と定義、技術的要件と試験方法に
関して合意し、分担と関連試験作業のスケジュールを明確化

 改訂目的：
• ACファン製品のアップグレードの推進及び省エネ排出削減目標の
サポート

中国標準化研
究院（CNIS）

*1

https://ww

w.cnis.gov.

cn/wap/dh/

bydt/zhxw

1/201907

/t2019070

9 44827 h

tml
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中国 6-C8 リチウム
電池設備
プロジェクト
チームおよ
びローラー
規格編集
グループ
メンバーの
募集に関す
るお知らせ

7月18日 リチウム電池設備プロジェクトチームおよびローラー規格に係る編集
グループメンバーを募集

 背景：
• 「リチウムイオン電池用ロールプレス」の業界標準計画を正式発行
（2018年11月30日）

 中国電子技術標準化研究院のワーキンググループが、業界標準の作成を担当
する「リチウムイオン電池製造装置標準プロジェクトチーム」を設立しており、プロ
ジェクトメンバーを募集中

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5316

.html

中国 6-C9 道路交通
および景観
照明施設の
リチウム
電池基準に
関する意見
募集のお知
らせ

7月23日 道路交通および景観照明施設のリチウム電池基準に関する意見募集の
お知らせ（8月12日まで）
 道路交通や景観照明施設のためのリチウムイオン電池標準ドラフトグループが
策定した、分散型エネルギー貯蔵のための電子業界標準「SJ / T×××××リチ
ウムイオン電池パフォーマンス仕様パート2：道路交通と景観照明施設（2018-

0141T-SJ）」の品質確保のため、全関連部門から意見を募集中

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5349

.html

中国 6-C10 「省電力・新
エネルギー
自動車技術
ロードマッ
プ」パワー
バッテリー
パネル試験
評価技術
会議を開催

7月11日 「省電力・新エネルギー自動車技術ロードマップ」パワーバッテリーパネル
試験評価技術会議を開催（7月5日＠天津）

 会議実施概要：
• 天津センターの新エネルギー実験研究部のエネルギーシステム部の

Dr Lin Chunjingによる、パワーバッテリー部門の評価部分の改訂
計画についての詳細報告

• 参加者による主要材料、モノマー、BMS、システムおよび車両に
関してレベルテスト評価技術の難しさや開発動向についての議論

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90711/288

77.html
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中国 6-C11 「ディーゼル
エンジン
オイル」に
関する9つ
の必須国家
標準化プロ
ジェクトに
関する意見
募集の
お知らせ

7月15日 「ディーゼルエンジンオイル」に関する9つの必須国家標準化プロジェクト
に関する意見を募集（7月11日募集開始）

 ディーゼルエンジンオイルに関する国家規格：
• 国家標準計画番号：20062223-Q-513ディーゼルエンジンオイル
• 国家標準計画番号：20063609-T-513ディーゼルエンジンオイル交換
インジケーター

• 国家標準計画番号：20032463-T-513農業用ディーゼルエンジン
オイル

• GB 20419-2006農業用ディーゼルエンジンオイル
• GB/ T 7607-2010ディーゼルエンジンオイル交換インジケーター
• TB / T 2956-2009ディーゼル機関車ディーゼルエンジンオイル
• GB / T 17038-1997ディーゼル機関車用ディーゼルエンジンオイル
• NB / SH / T 0856-2013農業用ディーゼルエンジンオイルの高温洗浄
力評価方法

• NB / SH / T 0884-2014ディーゼルエンジンオイル性能評価
Cummins ISM法

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201907/t2

0190715

343664.ht

m
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中国 6-C12 中国自動化
社会人工
知能技術と
産業応用
委員会の
キックオフ
会議が北京
で開催

7月24日 中国自動化社会人工知能技術と産業応用委員会のキックオフ会議を
北京で開催（7月23日@北京）

 参加者：
• Xu Peng産業情報技術部科学技術部部長、Zhang Nan中国自動化
協会事務総長、Shi Hongfang副事務総長、Liu Zhe中国電子技術
標準化協会副学長、大学・研究機関、企業専門家等、計30人以上

 討議内容：
• Xu Peng所長が、人工知能と実体経済の統合を促進するために産業
情報技術部によって行われた関連作業を紹介

• Zhang Nan事務局長が開発歴史、一般的な状況、事業範囲を紹介
• Li Yuxin特別委員会事務局長が作業報告書を作成し、特別委員会の
基本状況、事務局の関連部署の作業、および特別委員会のフォロー
アップ作業計画を伝達

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www

.cesi cn/2

01907/53

57.html

中国 6-C13 自動車の
受動的安全
技術と規格
に関する
第8回国際
シンポジウ
ムを南昌に
て開催

7月30日 全国自動車標準化技術委員会と中国自動車センター自動車標準化協会
が第8回自動車受動的安全技術と規格に関する国際シンポジウムを開催
（7月23日～24日＠南昌）

 討議内容（抜粋）：
• 中国、日本、欧州の関連分野における最新動向。特に、安全基準、
乗用車と商用車の衝突安全性、インテリジェントチャイルドプロテク
ションシステム、歩行者保護技術と規制、各国における新車評価の
開発、新エネルギー車の衝突安全性、ロールオーバー保護 等

 参加者：
• 中国国内外の自動車メーカー、試験機関、科学研究機関、学者、
業界関係者、部品サプライヤー、大学等110以上機関より200人以上

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90726/290

13.html
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中国 6-C14 インテリジェ
ントネット
ワークと新
エネルギー
自動車産業、
大学及び
研究所との
間の合弁事
業の調印式
を天津にて
開催

7月31日 「インテリジェントネットワークと新エネルギー自動車産業・大学・研究所、
合同研究所」の調印式を開催（7月23日＠天津）

 調印者：
• 自動車技術研究所工学研究所
• チャイナウェイナショナルインスツルメンツ（株）
• 河北省工科大学機械工学科
• 武漢科学技術大学の自動車運輸工学科

 調印式の前には調印する4者間にて、産業界・大学・研究所の共同研究室の設立、
中長期的な建設計画、期待される利益等について意見交換及び議論を実施

中国自動車技
術研究センター
(CARTAC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90731/290

66.html
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タイ 6-A1 タイ国立
科学技術
開発庁
（NSTDA）
はマレーシ
アのMIGHT
とSIRIMと
の関係を
強化

7月3日 タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）は、マレーシアのハイテク産官機構
（MIGHT）及び標準工業研究所（SIRIM）と覚書に署名（7月2日）

 参加者：
• Tan Sri Dr. Ir Ahmad Tajuddin Ali氏（MIGHT・SIRIM会長）、Datuk 

Dr. Mohd Yusoff Sulaiman氏（MIGHT所長兼CEO） 、Prof. Ir. Dr.  

Ahmad Fadzil Mohamad Hani氏（SIRIM所長兼グループチーフ
エグゼクティブ）、Narong Sirilertworakul氏（NSTDA会長）、
Dr.  Prasit Palittapongarnpim氏（NSTDA研究副学長）

 協力対象分野：
• NSTDA・MIGHT間：起業家の交流と開発、技術移転と産業開発、
持続可能な開発と都市、太陽光産業、試験

• NSTDA・SIRIM間：工業研究、標準試験、サービスの提供及び
商業化

タイ国立科学
技術開発庁
（NSTDA）

https://ww

w.nstda or.

th/en/news

/news-

years-

2019/823-

nstda-

strengthen

s-tie-with-

malaysian-

might-and-

sirim.html

マレー
シア

6-A2 迫り来る
市場改革に
おいてTNB
に注目

7月8日 電力セクターの小売市場開放は、消費者に電力を購入するためのより
多くの選択肢を与える一方、テナガ・ナショナル（TNB）に与える影響は
限定的と発表
 政府は新エネルギー供給者の市場に参入許可についての調査を実施しており、
結果をまもなく公表予定

 電力産業の変革は、電力産業の分散化と産業の効率を高めることを目的とした
マレーシア電力供給産業（MESI）2.0の実施とともに、今月中に開始予定

 Kay Hian氏（ユナイテッド・オーバーシーズ銀行）発言要旨：
• 「小売市場からの収益は約2％であるため、自由化はTNBを
傷つけない。小売市場を開放する目的は、環境に優しいプレーヤー
から電力を購入することにより、環境に優しい方法を選択する機会を
消費者に与えること」

The Star 

Online

https://ww

w.thestar c

om.my/bus

iness/busi

ness-

news/2019

/07/08/tnb-

in-the-

spotlight-

on-

looming-

market-

reforms/
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ベト
ナム

6-A3 環境管理に
係る国家
標準策定の
決定4211 / 

QD-

BKHCNを
発表

7月18日 科学技術省が環境管理に関する3つの国家標準策定に関する決定
4211 / QD-BKHCNを発表（2018年12月28日）

 策定された標準：
• TCVN ISO/TS 14027:2018 / ISO / TS 14027：2017（環境ラベルと
宣言－製品カテゴリルールの開発）

• TCVN ISO/TR 14047:2018 / ISO/TR 14047:2012（環境管理－
ライフサイクルアセスメント－影響評価の状況にISO14044を適用
する方法例）

• TCVN ISO 14052:2018/ ISO 14052：2017 （環境管理－マテリアル
フローコスト会計－サプライチェーンにおける実施のための
ガイダンス）

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/07/quy

et-dinh-

4211-qd-

bkhcn-

cong-bo-

tieu-

chuan-

quoc-gia/

タイ 6-A4 協会は石油、
ガスデータ
への無料
アクセスを
待つ

7月19日 インドネシア石油協会（IPA）は、投資家がインドネシアの石油とガスの
データに無料でアクセスできるようにするためのエネルギー・鉱物資源
省令No.27 / 2006の改正計画を歓迎

 背景：
• 本年4月に、エネルギー・鉱物資源省は、メキシコ、ノルウェー、オース
トラリアなどの他国の例に習い、インターネットを通じて自由に国内の
油田およびガス田のデータを提供することを計画していると発表

• 当初、2006年5月に大臣令No.27 / 2006の改正が発表される予定
だったが未実施

 Marjolijn "Meity" Wajong  IPA事務局長発言要旨：
• 「改訂が実施されれば、投資家が探査の見込み地域を評価するのに
有用となる」

The Jakarta 

Post

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/07/19/ass

ociation-

waits-for-

free-

access-to-

oil-gas-

data.html
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6-A5 全国の屋上
ソーラー
プログラム
を開始

7月25日 産業貿易省の電力・再生可能エネルギー局（EREA）が、ベトナムの屋上
太陽光発電の開発を促進するプログラムの開始を発表

 プログラムの実施形態：
• 産業貿易省は2019年から2025年の間にベトナムで屋上太陽光発電
を開発するためのプログラムを承認

• 米国国際開発庁（USAID）は、本プログラムを通じてクリーンエネル
ギーの開発を促進するための国家戦略、法律、政策、規制の調和を
支援

Nhan Dan https://en.n

handan.or

g.vn/scitec

h/item/773

2702-

programm

e-to-

promote-

developme

nt-of-

rooftop-

solar-

power-

launched h

tml

インド
ネシア

6-A6 太陽エネル
ギー協会が
政府の再生
可能エネル
ギー政策を
批判

7月31日 インドネシア太陽エネルギー協会が政府の再生可能エネルギーに関する
省令を批判
 Andhika Prastawaインドネシア太陽エネルギー協会会長は、エネルギー・鉱物
資源省の電力のための再生可能エネルギーの利用に関する省令第50/2017号、
PLNの顧客による屋上太陽電池パネルの利用に関する規制第49/2018号及び
産業省規制を批判

 Andhika Prastawaインドネシア太陽エネルギー協会会長発言要旨：
• 「太陽光発電システムを使用した太陽光発電は各地の電力供給コスト
の85％までという上限値と発電所の建設の「建設、所有、運営、譲渡」
契約スキームは再生可能エネルギーの導入を推進しない」

• 「太陽光発電所建設にあたり、投資家は60％ローカルコンテンツを利
用するという条件満たさなければならないと規定しているが、太陽光
発電所に使用される機器のほとんどが輸入されたため、この要件を
満たすことは困難」

The Jakarta 

Post

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/07/31/sola

r-energy-

associatio

n-

criticizes-

govts-

renewable

-energy-

policy html

https://en.nhandan.org.vn/scitech/item/7732702-programme-to-promote-development-of-rooftop-solar-power-launched.html
https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/31/solar-energy-association-criticizes-govts-renewable-energy-policy.html
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インド
ネシア

6-A7 国家標準化
庁 （BSN）
長官が2019
年韓国エア
ロゾル会議
で講演

7月4日 インドネシア国家標準化庁 （BSN）長官が2019年韓国エアロゾル会議で
講演（7月1日～5日＠平昌）

 開催目的：
• 既存の国家標準化庁（BSN）と韓国適合研究所（KCL）の協力関係の
フォロー

 BSN長官発言要旨：
• 「現在、エアロゾル関連の4つの国家規格（SNI）と2つの試験所が
あるが、今後もインドネシアのエアロゾルに関する基準が策定される
だろう」

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

237/kepala

-bsn-

paparkan-

spk-di-

korea-

aerosol-

conferenc

e-2019

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10237/kepala-bsn-paparkan-spk-di-korea-aerosol-conference-2019
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国際 6-O1 開発におけ
る都市の
レジリエンス
のための
新しいISO
規格

7月11日 ISOは、都市のレジリエンスに関する新しい規格を作成中
 概要：

• 都市のレジリエンスの枠組みの定義、原則と概念の明確化、適切な
行動の識別、実行、モニタリングの補助が目的

• 国連の居住プログラムであるUN-Habitatが主導し、ISO/TC 292, 

Security and resilienceが参画
• SDGs目標11「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ
持続可能にする」に対応

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref241

2 html

6-O2 未来+持続
可能性
+交通
= SEG 11

7月16日 持続可能な輸送への移行を検討するために、新規IECグループSEG 11
を設立
 SEG 11では各国が持続可能な交通ソリューションへ移行することを支援する
ために必要な標準化ツールの策定を検討

 今後の活動：
• 将来の持続可能な交通に関するロードマップを作成予定
• 作成にあたり、公共のシェア交通機関のベストプラクティスとユース
ケースを収集

• また、既存規格の現状と新しい規格の必要性について、IECのTC / 

SC、市場の利害関係者及びISOなどの他の組織と連携予定
*SEG 11 Meetingsを開催（7月9日～10日＠フランクフルト）

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/07/future

-

sustainabl

e-

transportat

ion-seg-

11/
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国際 6-O3 IECは電気
スクーター
のための
統一規格を
計画

7月16日 IECは電動ペダルスクーター、一輪車、電動キックスクーターの統一規格
を策定予定（2019年秋～予定）
 本規格は新規設立されたIEC/TC125 Personal e-Transporters (PeTs)にて
討議され、第一回会議は9月23日～24日にブリュッセルで開催予定

 策定背景：
• 電動キックスクーターの不注意な使用及び技術的な故障によって多く
の事故が発生

 新規規格のスコープ：
• 自動車、充電ステーション、充電式電池の安全性と信頼性
• リサイクル性

electrive.com https://ww

w.electrive

.com/2019/

07/16/iec-

plans-

unified-

standards-

for-

electric-

scooters/

6-O4 スマート
シティに関
する規格

7月24日 XXX FIEE Smart Future exhibition and conferenceにてIECの
ラテンアメリカ地域センター長がスマートシティのエネルギー持続可能性
に関するパネルディスカッションに参加
 IECラテンアメリカ地域センター(IEC-LARC)長は現在IECで進行中のスマート
シティに関する活動の概要について説明

 具体的なトピック：
• 都市モビリティ
• クリーンエネルギー
• スマートシティのためのスマートテクノロジシステム 等

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/07/stand

ards-for-

smart-

cities/
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国際 6-O5 規格がス
マートシティ
を支援

7月29日 Connected Places CatapultがIEC SyC Smart cities及びISO/IEC 

JTC 1/WG 11（Smart cities）の協力により国際スマートシティ標準会議
を開催（7月17日）
 会議にてIEC SyCの議長Michael Mulquin氏は標準の果たす役割は以下である
と説明

 ベストプラクティスの明確な説明
 定義とフレームワークの提供
 規模の経済を通じスマートシティへの移行を加速 等

 IEC SyC Smart citiesとISO/IEC JTC 1/WG 11（Smart cities）の2つの標準化
グループがスマートシティ標準の作成に向けたアプローチ開発を目的として共同
作業するのは今回が初

 Connected Places Catapult概要：
• 英国経済の成長加速という長期的な目標を掲げる英国の団体
• 新しいレベルの物理的、デジタル的、社会的なつながりを可能にする
モビリティ

• サービス及び環境構築の革新によって、ビジネスの成長を支援

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/07/stand

ards-

support-

smart-

cities/

6-O6 規格が将来
の熱波の
軽減を支援

7月30日 IECは、多くのIEC規格が効率的な電気エネルギー伝送について規定して
いることを紹介
 複数のIEC技術委員会が、太陽電池モジュール、風力エネルギーシステム、
水力タービン、太陽熱設備、波力潮力変換装置等、再生可能エネルギーに
関する規格を策定中

 効率的な電気エネルギー伝送について規定しているIEC規格例（抜粋）：
• IEC TC 20 （Electric cables）にてIEC 63075（Superconducting AC 

power cables and their accessories for rated voltages from 6 kV 

to 500 kV - Test methods and requirements）を策定し、超伝導AC
電源ケーブル及びその付属品の試験方法と要件について規定

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/07/helpin

g-to-

mitigate-

future-

heat-

waves-

with-

standards/
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共通 ドイツ 7-E1 VDE | 

DKE：ドイツ
と中国はデ
ジタル変革
における
より強力な
協力に合意

7月2日 ドイツと中国は、エレクトロモビリティ、デジタルツイン、産業用
アプリケーションにおけるAI及びITセキュリティ分野において協力

 背景：
• Federal Ministry For Economic Affairs and Energy (BMWi)及び
中国家標準化委員会（SAC）間で年1回German-Chinese 

Commission for Standardization (DCKN)会議を開催
 概要：

• ドイツと中国はデジタル変革における、複数の分野で協力関係の強化
に合意
• 特に、デジタルツイン、産業用アプリケーションにおける人工知能、

ITセキュリティ、機能セキュリティ、予測的メンテナンスの分野に
おいては、緊密な協力を計画

• また、DKEはInternational Coalition of Intelligent Manufacturing 

(ICIM) を設立
• Intelligent Manufacturing Alliance of CAST Member Societies 

(IMAC)、the American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)、the Institution of Mechanical Engineers (IMechE)や
大学との協業を促進、スマートファクトリーへの取り組みを主導

 今後の予定：
• 両国は標準化に向けたアジャイルなアプローチのため、German-

Chinese Industry 4.0テストベットの開始を支持
• さらに、バッテリーシステムの安全性向上や自立システムの標準化に
おける倫理的な問題についても取り扱う予定

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde com

/de/presse/

pressemitt

eilungen/d

eutschland

-und-

china-

vereinbare

n-

staerkere-

zusammen

arbeit
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共通分野関連記事詳細（1/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/deutschland-und-china-vereinbaren-staerkere-zusammenarbeit
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共通 欧州 7-E2 EUサイバー
セキュリティ
法

7月 EUサイバーセキュリティ法が、2019年6月7日にEUの官報で発表、
同年6月27日に発効
 Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 

17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and 

on information and communications technology cybersecurity certification 

and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act)として発行
 概要：

• ヨーロッパのサイバーセキュリティ認証の枠組みを整備
・欧州委員会（EC）は、ICT製品、ICTサービス、及びICTプロセス認証
のスキームを採用、発行された証明書をEU全体で有効化

 スキーム目的：
• 保存、送信、または処理されたデータの可用性、信頼性、完全性、
及び機密性保護を証明する特定の要件に準拠していると認定された
ICT製品、ICTサービス及びプロセスの証明

 （参考）ANECの関与：
• ANECは、CEN-CENELEC JTC 13 and ETSI TC CYBERにて
サイバーセキュリティの標準化活動に従事

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n（ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/5)

共通分野関連記事詳細（2/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.anec.eu/publications/newsletters
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共通 英国
(/米国)

7-E3 カリフォルニ
アと英国が
モノのイン
ターネット
（IoT）
デバイスの
セキュリティ
をリード

7月22日 米国カリフォルニア州はIoTセキュリティ法を2020年より施行予定、英国
はIoTセキュリティに関する法案を提案

 カリフォルニア州動向：
• 2018年9月28日、当時のカリフォルニア州知事Jerry Brown氏が、IoT
関連製品に関するデータ保護強化を定めたSenate Bill 327及び
Assembly Bill 1906に署名、2020年1月1日より発効予定

• 同時に、消費者情報を収集する企業に特定の要件を課すCalifornia 

Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)も発行予定
 英国動向：

• カリフォルニア州法に倣い、以下3つを定めるIoTセキュリティに関する
法案を提出
• IoTデバイスのパスワードは一意であり、工場出荷時の設定に
リセット不可

• IoT製品製造業者は、脆弱性の開示方針の一部として、公開の
窓口を提供

• IoT製品製造業者は、IoT製品の安全なアップデート及び、ソフト
ウェアアップデートに係る最小時間情報を提供

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/califor

nia-and-

the-uk-

take-the-

lead-in-

39316/

欧州 7-E4 日本との
協力

7月 CEN及びCENELECは、欧州委員会（EC）が主催する日本との規制協力
に関する会議に複数回出席（5月）

 会談概要:

• CENとCENELECは2つのWGに参加し、規格の調和及び規制面での
協力は、2019年2月に発効した日EU経済連携協定において重要な
要件であることを確認
• EU-Japan Regulatory Dialogue

• EU-Japan Working Group on Robotics

• また、CEN-CENELEC-JISCの二国間協議においても、WGでの協議
内容を取り入れ（5月13日）

CENELEC https://ww

w.cencene

lec.eu/Ne

ws/Newsle

tters/Newsl

etters/Issu

e%2009

Onthespot.

pdf
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(3/5)

共通分野関連記事詳細（3/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.jdsupra.com/legalnews/california-and-the-uk-take-the-lead-in-39316/
https://www.cencenelec.eu/News/Newsletters/Newsletters/Issue%2009_Onthespot.pdf
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共通 欧州 7-E5 DITSAG、
デジタルと
ITに関する
新戦略アド
バイザリー
グループ

7月 CEN及びCENELECは、 Strategic Advisory Group on Digital and 

Information Technology (DITSAG)を立ち上げ（6月5～6日）
 DITSAG概要:

• ISO ITSAG及びIEC ITAGのミラー組織として、ITプロジェクト及び
CEN/CENELECのデジタル変換戦略のパイロットプロジェクトの
包括的かつ効率的な管理を目指す

• 議長は、Ruggero Lensi氏（VP Technical, CEN）が担当

CENELEC https://ww

w.cencene

lec.eu/Ne

ws/Newsle

tters/Newsl

etters/Issu

e%2009

Onthespot.

pdf

欧州 7-E6 CEN及び
CENELEC
は、SESEI 

IVを承認

7月 CEN及びCENELECは、Seconded European Standardization 

Expert in India（SESEI）の第4フェーズであるSESEI IVの参加を
正式承認（6月5～6日）

 SESEI概要：
• CEN、CENELEC、European Telecommunications Standards 

Institute （ETSI）が中心となり、運営
• 欧州－インド及び国際貿易の促進を目的に、標準化活動促進、欧州
企業のインド市場参入支援、インドの標準化支援等を実施

 SESEI IV概要
• 2019年秋頃より3年間の実施を予定
• コンソーシアムのメンバーであるCEN、CENELEC、ETSI、欧州委員
会（EC）及び欧州自由貿易連合（EFTA）が専門家の募集を開始

CENELEC https://ww

w.cencene

lec.eu/Ne

ws/Newsle

tters/Newsl

etters/Issu

e%2009

Onthespot.

pdf
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共通テーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/News/Newsletters/Newsletters/Issue%2009_Onthespot.pdf
https://www.cencenelec.eu/News/Newsletters/Newsletters/Issue%2009_Onthespot.pdf
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共通 欧州 7-E7 SESEC IV：
標準化に
関するEUと
中国の関係
の促進

7月 The Seconded European Standardization Expert in China 

(SESEC IV) は、サイバーセキュリティ、エネルギー効率、医療機器、
AI等の分野における中国の標準化システムのマッピングを完成

 SESEC概要:

• CEN、CENELEC、European Telecommunications Standards 

Institute （ETSI）、、欧州委員会（EC）及び欧州自由貿易連合
（EFTA）が中心となり、運営

• 欧州－中国及び国際貿易の促進を目的に、標準化活動促進、欧州
企業の中国市場参入支援、中国の標準化支援等を実施

 今後の予定：
• IoT及びIntelligent Transport Systems（ITS）についても、同様に
標準化システムに係るマッピングを予定

 （参考）SESECにおけるその他取り組み
• 2つのウェビナーを配信

• “Standardization for Artificial Intelligence in China”

• “China’s Electric Vehicle Standardization system”

• ラウンドテーブル“SESEC and Friends” を開催し、学界、産業界及び
標準化団体の代表者が、中国の標準開発について議論（7月5日）

CENELEC https://ww

w.cencene

lec.eu/Ne

ws/Newsle

tters/Newsl

etters/Issu

e%2009

Onthespot.

pdf
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共通分野関連記事詳細（5/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/News/Newsletters/Newsletters/Issue%2009_Onthespot.pdf
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共通 米国
(/英国)

7-U1 カリフォルニ
アと英国が
モノのイン
ターネット
（IoT）
デバイスの
セキュリティ
をリード

7月22日 米国カリフォルニア州はIoTセキュリティ法を2020年より施行予定、英国
はIoTセキュリティに関する法案を提案

 カリフォルニア州動向：
• 2018年9月28日、当時のカリフォルニア州知事Jerry Brown氏が、IoT
関連製品に関するデータ保護強化を定めたSenate Bill 327及び
Assembly Bill 1906に署名、2020年1月1日より発効予定

• 同時に、消費者情報を収集する企業に特定の要件を課すCalifornia 

Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)も発行予定
 英国動向：

• カリフォルニア州法に倣い、以下3つを定めるIoTセキュリティに関する
法案を提出
• IoTデバイスのパスワードは一意であり、工場出荷時の設定に
リセット不可

• IoT製品製造業者は、脆弱性の開示方針の一部として、公開の
窓口を提供

• IoT製品製造業者は、IoT製品の安全なアップデート及び、ソフト
ウェアアップデートに係る最小時間情報を提供

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/califor

nia-and-

the-uk-

take-the-

lead-in-

39316/
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(1/5)

共通分野関連記事詳細（6/26）

共通テーマ別情報詳細

再掲

https://www.jdsupra.com/legalnews/california-and-the-uk-take-the-lead-in-39316/
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共通 米国 7-U2 ISO、IEC、
及びITUは、
6月の取組
み項目リス
トを発行

7月2日 ISO、IEC、及びITUは、6月の取り組み項目リストを発行
 概要：

• ISO、IEC、ITUの新しい取組み、プロジェクトの更新情報、技術委員
会のタイムラインを含む文書

• ANSIは、ISO及びIECの米国加盟機関として、ステークホルダーに対
して閲覧を呼びかけ

 取り扱いテーマ（抜粋）：
• Health software ‐Part 2: Health and wellness apps‐Quality 

criteria across the life cycle‐Code of Practice

• Carbon footprint of transport operations ‐Requirements and 

guidelines for quantification

• Energy performance of buildings ‐ Energy needs for heating 

and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat 

loads ‐Part 5: Part 5: Specific criteria and validation procedures

• Information technology ‐Big data security and privacy ‐
Implementation guidelines   

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

596a6a74-

0fd1-44ec-

a6e1-

25535c8c1

072
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(2/5)

共通分野関連記事詳細（7/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=596a6a74-0fd1-44ec-a6e1-25535c8c1072
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共通 米国 7-U3 NISTがAI
標準開発へ
の連邦関与
のための
ドラフト
プランを
発表

7月2日 NISTは、AI標準推進における連邦政府関与計画案へのパブリック
コメントを募集

 背景：
• AIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領令（EO）が
発表（2019年2月11日）

• 情報要請（ROI）やワークショップを通じ、関係者の意見を収集、
計画案へ反映

 パブコメ概要：
• 連邦政府に対し、4つの行動を推奨

• 連邦機関間のAI規格関連知識及びリーダーシップの調整強化
• AIの「信頼性」に関する集中的な研究の推進
• 官民のパートナーシップを支援及び拡大
• 国際的な関係者との関係構築

• 連邦政府に対し、4つのレベルでの関与を推奨
• 監視、参加、影響、標準化

米国標準
技術局（NIST）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

7/nist-

releases-

draft-plan-

federal-

engageme

nt-ai-

standards-

developme

nt

米国 7-U4 AI規格開発
における
NISTの
連邦関与
計画草案へ
の回答

7月3日 ANSIは、米国標準技術局（NIST）からのAIに関する連邦政府関与計画
に対するフィードバック要求に対し、ステークホルダーに回答を呼びかけ

 背景：
• AIにおけるアメリカのリーダーシップ維持に関する大統領令（EO）が
発表（2019年2月11日）

 概要：
• NISTは、"U.S. Leadership in AI: Plan for Federal Engagement in 

Developing Technical Standards and Related Tools"を発行
• ANSIは関連ステークホルダーに対し、NIST草案へのフィードバックを
募集、7月19日までに提出予定

• ISO／IEC JTC1 SC42が発行乃至は開発中のAIに関する規格を
参照

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

19e29704-

318b-

45ee-

a3ab-

9c906d6cb

9de
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共通分野関連記事詳細（8/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/07/nist-releases-draft-plan-federal-engagement-ai-standards-development
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=19e29704-318b-45ee-a3ab-9c906d6cb9de
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共通 米国 7-U5 ANSIは
米国の
ステーク
ホルダー
からISO 

Strategy 

2030に
関する意見
を募集

7月11日 ANSIは、米国の関係者に対し、ISO Strategy 2030の草案に対する意見
を募集

 ISO Strategy 2030概要：
• ISOが、ISO及びそのメンバーの注目度向上を目的として、作成
• ISO及びメンバーが直面している4つの変化を強調

• 経済：貿易と不確実性
• 技術：デジタルの影響
• 社会：変化する期待と行動
• 環境：持続可能性に向けた緊急性

• ISOメンバーの6つの役割を規定
• ISO規格の利点の実証
• ISO規格実用化までの時間短縮
• 国際標準化の将来的な機会の特定
• 能力開発によるISOメンバーの強化
• ISOシステムの多様性の向上
• ユーザーニーズを超える革新

 今後の予定：
• 米国関係者からの意見募集（～8月9日）
• ISO分科会にて議論（9月＠ケープタウン、南アフリカ）
• ISO Strategy 2030の承認実施（2020年9月）

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

15c1d20c-

1f8b-4e22-

a1b2-

941e120b

7ad6
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共通分野関連記事詳細（9/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=15c1d20c-1f8b-4e22-a1b2-941e120b7ad6
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共通 米国 7-U6 IEEEは、
the 

Internation

al 

Roadmap 

for Devices 

and 

Systems 

(IRDS)を
改訂、コン
ピュータおよ
びエレクトロ
ニクス産業
成長の道筋
を設定

7月23日 IEEEは、International Roadmap for Devices and Systems (IRDS)
の改訂版を発行

 概要：
• IRDSは、テクノロジとシステム要件を定量化するために業界の指標と
傾向を識別

• モバイル、IoT、通信ネットワーク、自動車、及びコンピューティングの
要件を定義

• 改訂に際しては、欧州SiNANO Institute及び日本システムデバイス
ロードマップ委員会 (SDRJ)と提携

IEEE https://ww

w.ieee org/

about/new

s/2019/iee

e-and-

internation

al-

roadmap-

for-

devices ht

ml
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共通分野関連記事詳細（10/26）

共通テーマ別情報詳細

https://www.ieee.org/about/news/2019/ieee-and-international-roadmap-for-devices.html
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共通 中国 7-C1 「ビッグデー
タに基づく
知的リスク
の防止およ
び管理の
ための技術
仕様」に
対する意見
を募集

7月9日 「ビッグデータに基づく知的リスクの防止および管理のための技術仕様」
に関する意見を募集（8月9日まで）

全国金融標準
化技術委員会

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929444/29

74722/ind

ex.html

中国 7-C2 「中国標準
2035」プロ
ジェクトチー
ムが調査の
ために遼寧
省瀋陽を
訪問

7月10日 「中国標準2035」プロジェクトチームが調査のために遼寧省瀋陽を訪問
（2019年7月8日~9日）

 目的：
• 標準化による伝統的な機器製造業の変革とアップグレードの促進、
ビジネス環境の最適化、および新興市場の開拓における企業と地方
自治体の理解の深化

 訪問・協力先：
• Shenfei Group、Shengu Group、Shenyang Municipal Service 

Center、Xinsong Robot Company、遼寧省市場監督局、発展改革
委員会、産業情報技術省、省農業科学院、中国科学アカデミー協会、
省検査試験センター（省標準研究所）

 参加者：
• 第13回NPC常任委員会、環境資源保護委員会副委員長、中国工学
アカデミー前副学長、「中国標準2035」プロジェクトチームの学術的
リーダー

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201907/t2

0190710

343653.ht

m
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http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2974722/index.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201907/t20190710_343653.htm
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共通 中国 7-C3 第2回人工
知能チップ
テスト技術
会議を開催

7月12日 第2回人工知能チップテスト技術会議を開催（7月3日）
 会議実施概要：

• 人工知能チップ試験規格の関連する内容について議論し、人工知能
チップの試験の主要な指標と試験方法を明確にし、人工知能チップ
関連試験規格システムのプロセスを推進

 参加者：
• 中国電子技術標準化研究院、中国科学院の計算科学技術院、

Huawei Hisilicon、Cambrian、Yitu Technology、Qizhi Electronics、
CLP 58、Horizonの専門家

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5305

.html

中国 7-C4 中国の5G
展開：外国
人投資家は
何を期待
すべきか

7月16日 中国産業情報技術省（MIIT）は、予定よりも半年前倒しで4社の通信
事業者に5Gの商業用ライセンスを供与

 中国の3大通信会社の実施状況：
• China Unicomはすでに40の中国の都市で5Gのトライアルネット
ワークを設立

• チャイナモバイルは2019年9月末までに40以上の都市で5Gサービス
を提供予定

• チャイナテレコムは17のパイロット都市で5Gトライアルネットワークを
構築

 中国の5G構築スケジュール
• 2016年~2018年：計画期間（5G技術R&D試験）
• 2019年~2025年：構築期間（5Gネットワーク構築および製品研究
開発試験）

• 2025年以降：アプリケーション、運用およびメンテナンス期間

China Briefing https://ww

w.china-

briefing.co

m/news/ch

inas-5g-

roll-

foreign-

investors-

expect/
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共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201907/5305.html
https://www.china-briefing.com/news/chinas-5g-roll-foreign-investors-expect/
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共通 中国 7-C5 2019年に全
国情報技術
標準化技術
委員会の第
2回理事会
が北京で開
催

7月18日 第2回全国情報技術標準化技術委員会（全国情報技術標準化技術委員
会）議長会議を
開催（7月3日＠北京）
 会議では、委員会の組織再編に関連する事項を検討し、提案された16の標準化
プロジェクトと、委員会承認のために提出予定の4つの国内/業界標準について
議論

 全国情報技術標準化技術委員会スマートシティ標準化作業部会を設置。ISO / 

IEC JTC 1 / WG 11を国際的なカウンターパートとして任命
 「情報技術ブロックチェーンと分散会計用語」、「グリーンデータセンター評価ガイド
ライン」、「情報技術バーチャルリアリティヘッドマウントディスプレイ装置の一般
仕様」、「情報技術アプリケーションとサービス」などの13の国家標準計画
プロジェクトに合意

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5325

.html

中国 7-C6 国家標準化
委員会が第
18回北東ア
ジア標準化
協力会議に
参加

7月24日 SAC（中国国家標準化管理委員会）が第18回北東アジア標準化協力
フォーラムに参加（7月16日~18日＠高松）

 実施内容：
• 北東アジア標準協力会議の協力結果の取り纏め
• 三国標準化の最新の進捗状況の共有
• 既存の協力プロジェクトの進捗報告と17の新しいプロジェクトの提案
• 標準化分野における実用的な協力強化への合意
• 三カ国の代表者による「第18回北東アジア標準協力会議の決議」へ
の署名

 また、会議と併せて、日中韓の標準化協力、日中韓標準協力常任委員会、産業
チオ尿素・監査データ・実験室設計・スマートパーキングやコールドチェーン物流
などの専門分野における標準化への協力およびISO / IECの枠組みの下での
技術協力に関する日中韓標準協力研究会会合を開催

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201907/t2

0190724

343684.ht

m

1219

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(3/8)

共通分野関連記事詳細（13/26）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201907/5325.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201907/t20190724_343684.htm
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共通 中国 7-C7 Gao 

Jianzhong
事務総長が
第18回北東
アジア標準
化協力会議
に出席

7月22日 Gao Jianzhong事務総長が第18回北東アジア標準化協力フォーラムに
出席（7月16日~18日＠高松）

 実施内容：
• 3か国内標準化当局の代表による、それぞれの国の標準化活動の
紹介

• 3か国の標準化協会による、北東アジア標準協力会議の既存の作業
部会と協力プロジェクトの進捗状況を報告

• 中国、日本、韓国が提案した標準化の分野における17の協力
プロジェクトを紹介

• 「第18回北東アジア標準協力会議の決議」に署名
• 日中韓標準化協力に関する常設委員会、日中韓標準化協力二国
間協議、日中韓標準化協力研究会、および1第3回作業部会が
同時に開催

 参加者：
• 中国、日本、韓国の政府機関、協会、研究機関、企業、ISO REI
およびIEC APRCから計123人の代表

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtdwjl/186

2 jhtml

中国 7-C8 第23回中国
国際ソフト
ウェア博覧
会人工知能
オープン
ソースソフト
ウェアサブ
フォーラムを
開催

7月4日 第23回中国国際ソフトウェア博覧会-人工知能オープンソース
ソフトウェア・サブフォーラムを開催（6月29日＠北京）

 実施概要：
• 既存のオープンソースの成果のとりまとめ、オープンソースのベスト
プラクティスの共有を実施

• また、オープンソース開発の方向性を定義し、人工知能産業の開発
動向を確認

• 新たな仕様・ガイドラインとして「情報技術サービス人工知能オープン
ソースソフトウェア選択ガイド」、「情報技術サービス人工知能医療画
像データラベリング仕様」、「情報技術サービス人工知能医療画像
インテリジェント処理」を発表

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5282

.html
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http://www.china-cas.org/zxdtdwjl/1862.jhtml
http://www.cesi.cn/201907/5282.html
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共通 中国 7-C9 市場監督総
局が第83回
国際電気標
準会議
（IEC）へ
向けた準備
作業・特別
記者会見を
開催

7月5日 市場監督総局が本年10月に上海で開催される第83回国際電気標準会議
（IEC）へ向けた準備作業・特別記者会見を開催

 国内の標準化に関するTian Sihong市場監督総局副理事長の発言要旨：
• 「中国でのIEC会議の機会を利用し、技術革新と開発の重要な手段と
しての規格を推進し、人工知能、ビッグデータ、インテリジェントマニュ
ファクチャリング、スマートシティにおける新技術、新プロセス、新材料、
新製品の国際規格への転換を加速させる」

• 「中国規格の国際化のレベルを上げるためにこの会議を主催する。Xi 

Jinping事務総長は、中国が標準化戦略を積極的に実施し、技術革新、
協調開発、グリーン開発、オープン開発、および共有開発を促進する
ための標準を使用すること指示しており、中国は国際標準化ガバナン
スシステムに積極的に統合し、国際標準化活動への実質的な参加を
促進する」

国家市场监督
管理总局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/xwfbt/

201907/t2

0190705

303259.ht

ml

中国 7-C10 ミャンマー教
育省研究開
発部国家標
準品質局と
国家標準化
管理部の
標準分野に
おける協力
と交流

7月24日 国務省国家標準化管理部の国際標準化協力管理部部長のGuo 

Chenguang氏は、ミャンマー教育省研究開発部国家標準品質局次長の
Mi Yatu博士と面会（7月23日）

 討議内容：
• 中国

• 中国の標準化機関の改革
• 「一帯一路」行動計画の共同運営
• 中国技術委員会の発展
• 中国の新標準システムの紹介 等

• ミャンマー
• ミャンマー国家規格協会（NSQD）の活動状況
• ミャンマー国家規格委員会の組織構造 等

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201907/t2

0190724

343685.ht

m
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http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201907/t20190705_303259.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201907/t20190724_343685.htm
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共通 中国 7-C11 中国チーム
が第14回
国際標準
オリンピック
で銀メダル
を獲得

7月26日 第14回国際標準化オリンピックコンクールにて中国の中学校グループ3人
が銀メダルを獲得
 若者への国際標準化に関する知識拡大を目的に、韓国技術標準化機構（KATS）
と韓国標準化協会（KSA）が共同で国際標準化に関するコンクールを開催

 参加者：
• 中国、日本、韓国、シンガポール、ペルー、インドネシア、ケニア、
マレーシア、エクアドル等10 カ国49 チーム、合計147人の学生

 審査員：
• ISOアジア地域事務所（ISO REI）、IEC アジア太平洋地域センター
（IEC APRC）、アメリカ規格協会（NIST）の専門家

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtxhxw/18

65.jhtml

中国 7-C12 中国国家
標準化機構
は2019年の
NQI特別
プロジェクト
推進会議に
参加

7月29日 市場監督総局科学技術財政部により2019年NQI特別プロジェクト推進
会議が開催され、中国標準化研究院（CNIS）がNQI特別プロジェクトの内
複数プロジェクトを引き受けることを決定（7月26日＠北京）

 NQI特別プロジェクト正式名称：
• 国家品質基金共通技術研究と応用キープロジェクト

 CNIS主導により実施予定のプロジェクト:

• 基本的な一般公共福祉基準の策定
• 産業共通の技術基準の策定
• 中国の国際標準化技術の検討
• 基本的な公共福祉検査の検討
• 試験技術及び典型的な実証の実施

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201907/t

20190729

44947.ht

ml
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共通 中国 7-C13 Tian 

Shihongが
「China 

Standard 

2035」プロ
ジェクト討論
会に出席

7月31日 「中国標準2035」プロジェクト討論会に市場監督管理総局の副所長で標
準委員会の委員長を務めるTian Shihong氏が出席し登壇（7月29日）
 Tian Shihong氏は討論会において、「中国標準2035」プロジェクトの進行状況に
ついて共有

国家市场监督
管理总局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1907/t201

90731 30

5283 html

中国 7-C14 中国電子技
術標準化研
究院
（CESI）は
Huaweiと
協力しコン
ピューティン
グの新時代
を構築

7月26日 中国電子技術標準化研究院（CESI）とHuaweiは
グリーンコンピューティング産業同盟（GCC）を共催（7月23日）

 開催目的：
• 中国のコンピューティング産業の活発な発展を促進
• A・Iクラウドサービスなどの分野でコンピューティング産業を共同で
拡大

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5368

.html
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http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201907/t20190731_305283.html
http://www.cesi.cn/201907/5368.html
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共通 中国 7-C15 2019年新世
代情報技術
業界標準化
フォーラムを
開催

7月31日 産業情報技術部が2019新世代情報技術産業標準化フォーラムを主催
（7月30日＠蘇州）
 「Digital Empowerment Standards Leading」をテーマに、新しい情報技術産業
の現在の開発動向、標準化のニーズ及び関連する業界標準化の優先順位に
ついて議論

 討議内容：
• AI、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoT、新型ディスプレイ、
集積回路

 主催：
• 中国電子技術標準化研究所、蘇州市市場監督管理局、中国電子産
業標準化技術協会、中国電子技術標準化協会東中国支店、中国電
子品質管理協会、江蘇省による共同開催

 講演者：
• CEN / CENELEC共同議長、中国科学アカデミーUAVアプリケーショ
ン及び制御研究センター長、国家グリッド経済研究所主任研究員 等

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1907/5390

.html
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http://www.cesi.cn/201907/5390.html
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共通 ベト
ナム

7-A1 第51回
ASEAN
規格・品質
諮問委員会
（ACCSQ）
及び関連
会議が開催

7月10日 第51回ASEAN規格・品質諮問委員会（ACCSQ）及び関連会議が開催
（7月8日~12日＠クアラルンプール）
 ASEAN加盟国は、2019年前半にACCSQの主要タスクの実施結果をレビューし、

2019年後半及び2020年の実施計画を提案
 2019年：自動車製品の型式に関するMRA署名へのロードマップの議論、
建設資材に関するMRAの内容合意に注力

 2020年：伝統薬や機能性食品に関する分野
 会議にあわせ、ASEANの改訂相互承認枠組協定の内容のレビュー、ISO及び
米国のパートナーとACCSQとの会議を実施

 参加者：
• ASEAN標準化団体の代表者

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/07/hoi-

nghi-lan-

thu-51-

cua-accsq-

giam-

hang-rao-

ky-thuat-

hai-hoa-

tieu-

chuan-

trong-

asean/
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共通 シンガ
ポール

7-A2 シンガポー
ル標準化
協議会は、
標準開発の
ため、産業
との協力を
強化し、新
産業分野に
フォーカス

7月15日 シンガポール標準化協議会（SSC）は、新産業分野での新たな標準の
開発、標準開発における産業との協力を強化すると発表
 ドローン、積層造形及びビデオ分析等、新産業分野において今後40を超える
新しい規格を策定予定

 発生期分野での国際規格に取り組むため、国際標準化機関の技術委員会にも
参加予定

 （参考）現在SSCは、ブロックチェーン、AI、サーキュラーエコノミー、電子商
取引、スマートマニュファクチャリング等の分野で国際標準に取り組むため
に、新しいISO及びIECの技術委員会に参加

シンガポール
企業庁

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/july/si

ngapore-

standards-

council-to-

strengthen

-industry-

collaborati

on-efforts

インド
ネシア

7-A3 インドネシア
情報通信省
が、データ
統治を審査
するための
独立した
組織を設立

7月29日 インドネシア情報通信省が、ヨーロッパのデータ保護当局と同様の
独立したデータ当局の設立を検討中

 組織設立の目的：
• データガバナンスを見直し、規制とイノベーションのバランスを維持
※組織の設立に併せて、インドネシア政府は国民の利益を保護する
ためのデータ保護法案を起草

Marketing https://ww

w.marketin

g-

interactive.

com/indon

esian-

ministry-to-

create-

independe

nt-entity-

to-review-

data-

governanc

e/
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https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2019/july/singapore-standards-council-to-strengthen-industry-collaboration-efforts
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共通 国際 7-O1 世界経済
フォーラム
はスマート
シティ技術
に関する
G20の世界
標準を策定

7月3日 世界経済フォーラム（WEF）は、新しいG20 Global Smart Cities 

Alliance の事務局として選出、スマートシティ技術実装に向けた規範と
ガイドライン策定を主導

 概要：
• 現在、交通カメラやコネクティッドカー等を通じ、公共の場で収集され
たセンサーデータ使用における、グローバルな枠組みや規則はなし

• アライアンスは、データの収集方法と使用方法に関する標準を作成
するだけでなく、オープン性と信頼性を高めることを目的として、官民
含めた多様なステークホルダーで結成

 赤石浩一氏（内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当））発言
要旨：

• 「スマートシティとコミュニティの進歩は、気候変動や包括的な経済成
長を含む世界の最も差し迫った課題に対処するために不可欠であり、
日本国政府は、G20閣僚が当該アライアンスの創設を支持することを
喜ばしく思う」

Traffic 

Technology 

International

https://ww

w.traffictec

hnologytod

ay com/ne

ws/smart-

cities/worl

d-

economic-

forum-to-

develop-

g20s-

global-

standards-

for-smart-

city-

technologi

es html
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共通 国際 7-O2 Facebook
がEU-US
データ転送
について
法廷で尋問

7月9日 ビジネス目的での、FacebookによるEUから米国へのデータ転送は再度、
裁判所で審議中

 概要：
• アイルランドのデータ保護コミッショナーは、Facebookが採用する
データ移転の法的枠組みはEU市民のプライバシーの権利を十分に
保護していないと主張、米国の諜報機関による大量監視の対象となる
可能性を懸念

• Facebookは、法的枠組みとして"standard contractual clauses" 

(SCCs)を採用しており、EU市民のデータが海外に転送された場合で
も確実に保護する仕組みになっていると主張

 今後の予定：
• ルクセンブルクの欧州連合司法裁判所（CJEU）の判決は未定だが、

SCCの枠組みでは問題があると判断された場合、Facebook以外の
企業にも多大な影響が出る可能性あり

BCC News https://ww

w.bbc com

/news/tech

nology-

48913701
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https://www.bbc.com/news/technology-48913701
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共通 国際 7-O3 新しいISA 

Global 

Cybersecur

ity Alliance
が教育、
準備、知識
共有を加速

7月10日 ISAは、サイバーセキュリティに関するオープンフォーラムとして、
ISA Global Cybersecurity Allianceを新規に立ち上げ

 概要：
• エンドユーザー企業、制御システムベンダ、ITおよびOTインフラ
ストラクチャプロバイダ、システムインテグレータ等、世界中の業界
関係者を結集

• サイバーセキュリティのベストプラクティス、標準、及びコンプライアン
スの遵守に関し、ナレッジシェアやディスカッションを実施

The 

International 

Society of 

Automation
（ISA）

https://ww

w.isa.org/n

ews-and-

press-

releases/is

a-press-

releases/2

019/july/ne

w-isa-

global-

cybersecur

ity-

alliance-

accelerate

s-

education-

readiness-

and-

knowledge

-sharing/

7-O4 ISAは世界
的なサイ
バーセキュ
リティアライ
アンスの
初期設立
メンバーを
発表

7月25日 ISAがグローバルサイバーセキュリティアライアンス（GCA）の最初の
創設メンバーを発表
 GCAは製造業及び重要インフラ設備やプロセスにおけるサイバーセキュリティの
準備および意識向上を目的として設立

 GCA活動内容（予定）
• ISA / IEC 62443（サイバーセキュリティに関する規格シリーズ）を
活用し、企業がサイバーセキュリティ保護のライフサイクル全体を導く
のに役立つベストプラクティスツールを開発予定

 GCA創設メンバー企業
• Schneider Electric, Rockwell Automation, Honeywell, Johnson 

Controls, Claroty, Nozomi Networks、計7社

The 

International 

Society of 

Automation
（ISA）

https://ww

w.isa.org/n

ews-and-

press-

releases/is

a-press-

releases/2

019/july/is

a-

announces

-first-

founding-

members-

of-global-

cybersecur

ity-

alliance/
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共通 国際 7-O5 イノベーショ
ンマネジメン
トシステム
規格で
新しい未来
を構築

7月16日 ISOはイノベーションマネジメントに関する新規規格シリーズを作成中
 新しいシステム、製品、サービス等の開発機会を取得し、開発に必要なイノベー
ションを統合するための体系的アプローチを組織の各レイヤーへ提供することを
目的とし、ISOはイノベーションマネジメントに関する新規規格シリーズを策定中で
あることを紹介

 策定済み規格：
• ISO 56002 Innovation management — Innovation management 

system — Guidance, covers all aspects of innovation 

management （下記2規格を補完）
• ISO 56003 Innovation management — Tools and methods for 

innovation partnership — Guidance

• ISO/TR 56004 Innovation Management Assessment —

Guidance.

 策定予定規格
• ISO 56000 Innovation management — Fundamentals and 

vocabulary

• ISO 56005 Innovation management — Tools and methods for 

intellectual property management — Guidance

• ISO 56006 Innovation management — Strategic intelligence 

management — Guidance

• ISO 56007 Innovation management — Idea management

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref241

4 html
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共通 国際 7-O6 デジタル
技術の可能
性を最大限
に引き出す
ため、協調
的かつ革新
的な規制へ
の取り組み
が必要

7月15日 第19回Global Symposium for Regulators (GSR-19)が行われ、
包括的なデジタルインフラサービス構築に向け、Best Practice 

Guidelineを制定
 概要：

• ITUはバヌアツ政府と共同で、第19回Global Symposium for 

Regulators (GSR-19)を開催（7月9～12日＠ポートビラ、バヌアツ)

• 誰一人取り残さないデジタル変革の推進に向け、Best Practice 

Guidelineを制定、3つの革新的アプローチを確認
• Core design principles for collaborative regulation

• Benchmarks for regulatory excellence and market 

performance

• Regulatory tools and approaches at hand for enabling digital 

experimentation

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR11.aspx

7-O7 第18回北東
アジア標準
協力フォー
ラム（NEAS
フォーラム）

7月 第18回第18回北東アジア標準協力フォーラム（NEAS フォーラム）を開催
（7月16日～18日@高松）
 JISCとJSAが主催し、日中韓3か国の標準化活動について意見交換を実施

 概要:

• 3か国における新規規格提案共有
• 現在活動中のWG及び、策定中の規格について動向共有
• 日中韓の標準協力分野別の個別WGにおける討議

 参加者:

• 日本（59人）、韓国（32人）、中国（30人）の分野専門家
• ISO / REIの代表者およびIEC / APRCの代表者 計123人

日本規格協会
（JSA）

https://web

desk.jsa.or

.jp/commo

n/W10K05

00/index/d

ev/std tak

okukan1/
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共通 国際 7-O8 IECは
Internation

al Smart 

City 

Standards 

Conference
に協賛

7月5日 IECは、International Smart City Standards Conferenceに協賛
（7月17日）

 概要：
• Connected Places Catapultが主催、IEC Systems Committee on 

Smart Cities及び ISO/IEC JTC 1 Working Group on Smart Cities
が協力
• IEC Systems Committee on Smart Citiesと ISO/IEC JTC 1 

Working Group on Smart Citiesは初の協働
• スマートシティにおけるICT使用に関連する評価指標、都市レベルの
デジタルツイン及びデジタル計画システムを定義するISO / IEC 

30146規格草案の概要を含む、ベンチマークについて議論

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/07/iec-

partners-

with-

internation

al-smart-

city-

standards-

conferenc

e/

7-O9 19th Global 

Symposium 

for 

Regulators
は、規制の
未来に焦点

7月10日 ITUは、第19回Global Symposium for Regulators (GSR-19)を開催
（7月9～12日＠ポートビラ、バヌアツ）

 概要：
• ITUが主催し、バヌアツ政府と共同で開催
• 世界中の規制当局や規制に関する専門家が集結
• 人工知能、ブロックチェーン、IoT、5G等の新技術に関して、規制の
将来について議論

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

CM07.asp

x

1232

【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(6/6)

共通分野関連記事詳細（26/26）

共通テーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/07/iec-partners-with-international-smart-city-standards-conference/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-CM07.aspx
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ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ 欧州 1-E1
EIB、エネルギー融資ポリシー改定案発表。EU域内で化石燃
料関連へのファイナンスを禁止

Sustainable Japan

✔ 中国 1-C1
中国、「デジタル通貨の準備できた」仮想通貨リブラ発表から

2ヵ月足らず
コインテレグラフ日本版

✔ ✔ 中国 1-C2 規格案により中国のアプリが収集できる個人データを標準化 Caixin Global

✔ 中国 1-C3
中国はFBのLibraに先んじてデジタル通貨を開始するために
競争

Cointelegraph

✔ ✔ 中国 1-C4
ワッツアップがモバイル決済でインドネシア国営銀行などと交
渉

Cointelegraph ジャパン

✔ ✔ 中国 1-C5
「電子請求書ビジネスプロセス仕様」の国家標準に関する通
知

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 1-C6
中国人民銀行の仮想通貨、11月の「独身の日」に発行か
アリババ・テンセントなどが最初に使用

Coin Telegraph Japan

Forbes

✔ ✔ ✔ 中国 1-C7 「第16回中国標準化フォーラム」の開催に関するお知らせ 中国標準化協会(CAS)

✔ タイ 1-A1
タイはアンチ・マネーロンダリング法に暗号を追加し、マスター
カードがウォレット、暗号製品提供へ関心提示

PYMNTS

✔ ✔ マレーシア 1-A2
マレーシア企業が小規模水力建設の資金調達のために
グリーンスクークを発行

Hydro Review

✔ ✔ シンガポール 1-A3
シンガポールの金融サービス及び電子決済会社は、来年8月
から新たなサイバーハイジーン規則に従う必要あり

The Straits Times

✔ シンガポール 1-A4
シンガポールは、フィンテック試験の承認プロセスを簡素化、
サイバーセキュリティのルールを発表

ZDNet

✔ インドネシア 1-A5 BIがQRコードインドネシア標準を開始 KOMPAS.com

✔ シンガポール 1-A6 シンガポール暗号通貨協会が実践規範を開始
Cryptopolitan

The Nodist

✔ ASEAN 1-A7
東南アジアの銀行の91％は依然として化石燃料に資金を供
給– WWFの調査

INQUIRER.NET

✔ タイ 1-A8
アユタヤ銀行、アジア太平洋地域で初めて民間セクターの
ジェンダー債を発行

the Asset 
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✔ ✔ ✔ シンガポール 1-A9
国民登録カード（NRIC）のデータ収集ルールが日曜日から厳
格化

The Straits Times

✔ 国際 1-O1 WEFは商品市場の持続可能な基準を探索 Regulation Asia

✔ 国際 1-O2
国際NGO74機関、エクエーター原則第四版案にパブコメ提出。
協会への苦情通報制度導入を要請

Sustainable Japan

✔ 国際 1-O3 暗号通貨にとって規制が最適な理由 Cointelegraph

✔ 国際 1-O4
フィンテックセキュリティに関するITUワークショップにて、トッ
プレベルの専門家が主要な問題について議論

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 1-O5
フィンテックに関するITUワークショップにおいて、専門家がプ
ライバシー問題を議論

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ ドイツ 2-E1
家庭用食器洗い機、家庭用洗濯機、乾燥機のエコデザイン及
びエネルギーラベリング要件

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 英国 2-E2
BSIは、HDANZを買収し、ニュージーランド市場のヘルスケア
事業に参入

British Standards Institution (BSI)

✔ 英国 2-E3 
BSIサービス更新、MDR更新、フタル酸エステル、電子警告、
及びインプラントカード

British Standards Institution (BSI)

✔ 欧州 2-E4 イタリアのIMQは、EUで指定された4番目の通知機関 MedTech Dive

✔ 欧州 2-E5 業界はEUの使い捨てデバイスの再処理規制に警鐘 MedTech Dive

✔ 英国 2-E6 緊急：クラスIr再利用可能な手術器具 British Standards Institution (BSI)

✔ 米国 2-U1
遠隔医療サービスの採用には、標準に対応したシステムがヘ
ルスケアにとって重要

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国 2-U2
Rockwell AutomationがISA Global Cybersecurity Alliance
の創設メンバーとして発表

Supply Chain Management Review

✔ 米国 2-U3 高齢社会の支援：米国TAG参加者募集
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 2-U4
スマートテキスタイルの新しい用語 American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 2-U5 新規にANSI承認及び再承認された規格を発表 HL7: Health Level Seven

✔ 米国 2-U6 FDAは技術規制の近代化、相互運用性の推進を計画 Modern Healthcare
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✔ 米国 2-U7
任意規格は歯科及び健康情報システム間の通信からボート
の備品及び機器までの範囲をカバー

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 2-U8
ISO TC 215 Health Informaticsは、医薬品の用語保守に関
する技術報告書を作成

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国 2-U9
SavillsとULは、Healthy Buildingの開発におけるブループリ
ント策定に際し、戦略的提携を発表

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 2-U10
AdvaMedは不確実性の管理に関するFDAのガイダンスで一
部を獲得し、一部を喪失

Medtech Dive

✔ ✔ 米国 2-U11 化石燃料業界でさえ、EPAのメタンの巻き戻しを好まない Washington Post

✔ ✔ 米国 2-U12
ASMEがRobotics for Inspection and Maintenance Forum
を開催

American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)

✔ 中国 2-C1 高価値医療用消耗品の改革に関する通知 中国中央人民政府

✔ 中国 2-C2
家庭用掃除ロボットの性能要件に関する中国標準：意見募集
に関する中国国家標準化協会の通知（ドラフト用コメント）

中国標準化協会(CAS)

✔ ✔ ✔ 中国 2-C3
「スマートセンサースペクトルシステム及び開発戦略ホワイト
ペーパー」を発行

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 2-C4

「高齢者向けの基本的なサービス品質及び安全規制」に提案
されたプロジェクトのための、強制国家標準プロジェクトに関
する公開協議に関する通知

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 2-C5 AIに関し医療専門家は楽観的 SHINE

✔ 中国 2-C6
中国電子技術標準化研究院が視覚聴覚健康開発フォーラム
を後援

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
2-C7

「第16回中国標準化フォーラム」の開催に関するお知らせ 中国標準化協会(CAS)

✔ 中国 2-C8 
CESIは5G時代のスマートヘルスケア業界の高品質開発
フォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ シンガポール 2-A1 健康イニシアチブにおいてFitbitはシンガポール政府と提携 Thomson Reuters Foundation News

✔ ✔ ✔ シンガポール
2-A2 国民登録カード（NRIC）のデータ収集ルールが日曜日から厳

格化
The Straits Times
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✔ ✔ ✔ 国際 2-O1
提案された次世代ビデオコーデック規格：MPEG Video 

Coding for Machines (VCM)
PR Newswire

✔ 国際 2-O2
健康のためのAI：ITUとWHOがザンジバルで第6回会議を開
催

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 2-O3 医薬品用語のメンテナンスに関する技術報告書が発行
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ 米国
3-U1 Rockwell AutomationがISA Global Cybersecurity Alliance

の創設メンバーとして発表
Supply Chain Management Review

✔ ✔ 米国
3-U2 ASMEがRobotics for Inspection and Maintenance Forum

を開催
American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)

✔ 米国 3-U3
ASTM Internationalは、Additive Manufacturing技術に関す
るシンポジウムを開催

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 中国 3-C1
「プロセスベースのインテリジェントマニュファクチャリングホワ
イトペーパー」を発行

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C2 「スマートセンサースペクトルシステム及び開発戦略ホワイト

ペーパー」を発行
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C3
全国情報技術標準化技術委員会産業用インターネットAPP 
標準ワーキンググループの2019年度会議が開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C4
エッジコンピューティングに関する中国初の国家規格案を策
定

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 3-C5
適合性評価のための中国国家認定センターが調査のために
来訪

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 3-C6 CNISと鞍山市政府は戦略的協力協定を締結 中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C7 中国は産業用ロボットの最大の市場 China.org.cn

✔ ✔ ✔ 中国 3-C8
中国の産業用インターネットセキュリティシステムは、2020年
末までに確立

WS网经社

✔ ✔ 中国 3-C9

Liu He氏が第2回中国国際知能産業博覧会の開会式に出席。
技術開発の新たな機会をつかみ、スマート産業の健全な発展
を促進

中央人民政府
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✔ ✔ ✔ 中国 3-C10
全国自動車標準化技術委員会車両小委員会技術委員会

2019年次会議及び規格審査会議が西寧で開催
中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 3-C11

IEEE P2806「System Architecture of Digital 

Representation for Physical Objects in Factory 

Environments」キックオフ会議を開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ シンガポール 3-A1
企業が基準を満たすことを確かめるための6つの新しい
認証プログラム

The Straits Times

✔ マレーシア 3-A2 マレーシアは好ましいハイテク投資先となることを目指す Borneo Post

✔ インドネシア 3-A3
中小零細企業向け国家規格（SNI）活用Expo 2019がバリ島
で開催

インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ✔ ✔ 国際
3-O1

(

提案された次世代ビデオコーデック規格：MPEG Video 

Coding for Machines (VCM)

PR Newswire

✔ ✔ 国際 3-O2
ビッグデータが小規模農家の生産性をどのように高めている
か

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ドイツ 4-E1
VDEは政治家と討議：ドイツにおける電気自動車の成功は、
持続可能な標準化とバッテリーの適合性がカギ

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.（VDE）

✔ ドイツ 4-E2 規格によりE-scooterを安全に
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.（VDE）

✔ ✔ ✔ ノルウェー 4-E3
オスロ、2030年までにCO2を95%削減。EV推進、交通量削
減、CCS活用等

Sustainable Japan

✔ ドイツ 4-E4
ドイツとインドは協力を拡大し、標準化に関する将来的な
トピックについて交流

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 英国 4-E5
建設業に携わるドローンオペレーター向けの英国初の新
トレーニング基準を開始

Building Products

✔ 欧州 4-E6
IPV6に関するETSIグループは、V2X及びセキュリティに
関するレポートのリリースを延長

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ドイツ 4-E7
ドイツと陸上輸送、交通安全に関する2つの意思表明に
署名

Taipei Times 

✔
ドイツ
（国際）

4-E8 ヨーロッパへの空飛ぶタクシー
International Electrotechnical Commission 

(IEC)
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✔ 米国 4-U1
連邦海事局は、自動輸送の機会、課題、影響に関する情報を
募集

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U2
IEEEとトヨタが環境及び安全技術のイノベーティブ賞の画期
的な成果を認める

IEEE

✔ 米国 4-U3
The Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC) が成
長コンソーシアムの最初の新メンバーとしてUber ATGを歓迎

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U4
Velodyneと自動車研究センターが最新のモビリティテストと標
準化のための国際提携に参加

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ ✔ 米国 4-U5
ULは、4R Energyに対し再利用EVバッテリーの世界初の認
証を発行

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 4-U6
トランプ大統領は、走行距離規則が車をより安全にすると主
張。 彼のEPA案による多くの人々への悪影響を懸念

Vox

✔ 米国 4-U7
FirstNet Authorityは、公共安全通信を変革するためのロード
マップを発行

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国 4-U8 電力会社が革新的なインフラストラクチャを実証
National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ 米国 4-U9
Smart Cities Conference：5G Network Technologies、

Applications、and Standardsへの登録
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 中国
4-C1

( )

「スマートセンサースペクトルシステム及び開発戦略ホワイト
ペーパー」を発行

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C2
Yu Kai中国自動車技術研究センター長がShan Zefeng
天津滨海ハイテクゾーン管理委員会会長らの訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C3
中国電子技術標準化研究院がJTC1 / WG 11スマートシティ
ワーキンググループの第8回全体会議に参加

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C4
国立新エネルギー車品質監督検査センターが正式に資格証
明書を取得

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C5
Yu Kai中国自動車技術研究センター長がトヨタ自動車（中国）
投資有限公司会長の訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)
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✔ 中国 4-C6

自動車産業規格「電気自動車用絶縁ゲートバイポーラトラン
ジスタ（IGBT）モジュールの環境試験要件と試験方法」に関す
るコメントを募集

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C7
EHangが広州で自律垂直離着陸機（eVTOL）テストプログラ
ムを開始

AIN

✔ 中国 4-C8

「道路車両の複雑な電磁環境に対する複雑な要件と試験方
法」等2つの中国自動車工学協会規格（CSAE）に関する専門
家セミナーが天津で開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C9
Li Wei中国自動車産業センター副所長がLiu Xiaohong中国
国家適合性認定サービス（CNAS）副所長の訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C10
Yu Kai中国自動車技術研究センター長がLi Lizhong奇瑞汽
車有限公司副社長の訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C11
Xu Defeng中国認証認定協会（CCAA）副会長が天津華城認
証有限公司を訪問

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C12
オートバイ及び原付の燃料消費制限及び測定方法に関する

10の国家規格と1つの国家規格改訂を承認
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C13
中国代表団は、国際電気標準会議の将来の持続可能な輸送
システム評価ワーキンググループ（IEC / SEG11 ）に参加

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C14
国連GTR 13-II非公式作業グループの第6回会議が天津で開
催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C15
ISO車両動力学とシャーシコンポーネント小委員会（ISO / 

TC22 / SC33）の全体会議及び関連会議が中国・天津で開催
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C16
自動車風洞試験及び応用規格研究ワーキンググループの第

5回ワーキングミーティングが無錫で開催
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C17
道路車両機能安全基準の研究開発に関するワーキング
グループの第12回会議が包頭で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C18
第17回商用車規格研究ワーキンググループが大連で
開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）
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✔ 中国 4-C19
電気自動車標準作業グループの2019年第2回会議が銀川で
開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C20
「バイオガス用語」及び「車両用バイオガス」の2つの国家規格
草案に関するコメントを募集

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 4-C21 中国は自動運転車をテストするために山道を使用 South China Morning Post

✔ ✔ 中国
4-C22

CNISと鞍山市政府は戦略的協力協定を締結 中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C23 IEC / TC125の議長に選出された中国の専門家 国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国 4-C24
ティアン・シホン、グラハム・スチュワート国際貿易副大臣と会
談

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ 中国 4-C25
「バイオガス」などの3つの国家標準に対する意見募集に関す
る通知

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国 4-C26 中国政府、メタノール自動車の製造能力向上を促進 Japanese.China.Org.CN

✔ ✔ ✔ 中国
4-C27 中国の産業用インターネットセキュリティシステムは、2020年

末までに確立
WS网经社

✔ ✔ ✔ 中国
4-C28 全国自動車標準化技術委員会車両小委員会技術委員会

2019年次会議及び規格審査会議が西寧で開催
中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C29
中国電子技術標準化研究院が第2回UAVアプリケーション及
び管理技術開発フォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C30
中国電子技術標準化研究院が、スマートシティ標準化
作業会議2019を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C31
中国電子技術標準化研究院が新興技術駆動車両ネットワー
ク産業のためのイノベーションと開発フォーラムを主催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C32 電気自動車安全基準技術研修会が合肥で開催 全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C33
「第2回自動運転に関する日中官民合同セミナー」を開催
します

経済産業省
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✔ インドネシア 4-A1
インドネシアは電気自動車産業を後押しするインセンティブを
計画

Reuters

✔ シンガポール 4-A2
PMD安全認証の期限は2020年7月に前倒され、すべての電
子スクーターは必須の検査を通過する必要有

channelnewsasia

✔ ✔ マレーシア 4-A3 SIRIMがパワフルな太陽光街灯システムを開発 マレーシア標準工業研究所（SIRIM）

✔ インドネシア 4-A4 ジョコウィが電気自動車規制に署名
The Jakarta Post

JETRO

✔ ✔ タイ 4-A5 タイと韓国が電気バスの開発において提携 The Thaiger

✔ シンガポール 4-A6
諮問委員会は、ドローンの必須登録におけるオペレーターの
最低年齢は16歳と提案

The Straits Times

✔ インドネシア 4-A7
インドネシアは未来に向かって加速：バッテリー駆動電気自動
車の新たな規制

JPSUPRA

✔ タイ 4-A8 業界団体が政府機関にEV開発を強化するよう要請 Bangkok Post

✔ 国際 4-O1
デンソーはMOBIコンソーシアムに参加、未来のモビリティに
向けたブロックチェーン技術の標準化を支援

PR Newswire

✔ 国際 4-O2
OGCは、新しいGeoposeSWGの憲章草案に関するパブリッ
クコメントを募集

Directions Media

✔ ✔ ✔ 国際
4-O3 提案された次世代ビデオコーデック規格：MPEG Video 

Coding for Machines (VCM)
PR Newswire

✔ 国際 4-O4 欧州向け空飛ぶタクシー
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際 4-O5 電池は世界を回る
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 4-O6
道路上でのAIの「チューリングテスト」に向けて：ブダペストで
の自動運転に関する対話

International Telecommunication Union 

(ITU)
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✔ ✔ ✔ ノルウェー
5-E1 オスロ、2030年までにCO2を95%削減。EV推進、交通量削

減、CCS活用等
Sustainable Japan

✔ スウェーデン 5-E2 SISは、ボリビアの浄水に関する取組みを支援 Swedish Standards Institute（SIS）

✔ ✔ 米国 5-U1
ANABは、タイプI環境ラベリング認証プログラムのためのセク
ター固有の認証プログラムを開始

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 5-U2 きれいな水の6つの基準
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ 米国 5-U3
EPAは、RFSのセクション610レビューに関するパブリックコメ
ント期間を延長

Biomass Magazine

✔ ✔ 米国 5-U4 Axne議員は、EPAにおけるRFS免除誤用の調査を要求 Biomass Magazine

✔ ✔ 中国 5-C1
グリーンファクトリープロモーションアライアンスが、グリーン
ファクトリー企業の代表者に第三者評価機関の証明書を発行

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 5-C2
グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、2冊目とな
るグリーンファクトリー実践事例集を発行

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 5-C3
グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、「グリーン
ファクトリー評価機関自主規律協定」の署名式を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 5-C4
中国標準化研究院と山東産業技術研究所が包括的な戦略的
協力協定に署名

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国 5-C5
2019年の主要分野におけるグリーンテクノロジー国家規格策
定の特別計画に関する国家標準化管理委員会の通知

国家標準化委員会(SAC)
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✔ ✔ ✔ 中国
5-C6 全国自動車標準化技術委員会車両小委員会技術委員会

2019年次会議及び規格審査会議が西寧で開催
中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ ✔ 中国
5-C7 「バイオガス」などの3つの国家標準に対する意見募集に関す

る通知
国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国 5-C8
グリーンファクトリープロモーションアライアンス「グリーンファ
クトリークリエーションエキスパート」が開始

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ベトナム 5-A1 2020年の品質・測定規格の策定計画について議論 ベトナム規格・計量・品質総局 （STAMEQ）

✔ インドネシア 5-A2 ジョコウィ大統領が廃棄物の輸入制御を呼びかけ インドネシア内閣官房

✔ ✔ シンガポール
5-A3 企業が基準を満たすことを確かめるための6つの新しい認証

プログラム
The Straits Times

✔ シンガポール 5-A4
シンガポールの廃棄物ゼロ計画は、2030年までに国内のリ
サイクル率を22％から30％に引き上げることを企図

Eco-Business

✔ ✔ インドネシア 5-A5
BSNがアジア太平洋計量計画のワークショップをジョグジャカ
ルタで開催

インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ✔ 国際 5-O1
新規策定中の規格は、拡大した排出による気候への影響定
量化に寄与

International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ 国際 5-O2
ITU Digital African Weekにおいて環境の持続可能性のた
めの先進的な技術について議論

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ 国際
5-O3 ビッグデータが小規模農家の生産性をどのように高めている

か
International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ 欧州
6-E1 EIB、エネルギー融資ポリシー改定案発表。EU域内で化石燃

料関連へのファイナンスを禁止
Sustainable Japan

✔ 英国 6-E2
BSIは、既存の住居にエネルギー効率対策を導入するための
新しいフレームワークを確立

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ドイツ
6-E3 家庭用食器洗い機、家庭用洗濯機、乾燥機のエコデザイン及

びエネルギーラベリング要件
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

1246

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(11/18)

テーマ別情報一覧

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ドイツ 6-E4
チュニジアの代表団は、太陽光発電システムの規格とテスト
に大きな関心を表明

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ノルウェー
6-E5 オスロ、2030年までにCO2を95%削減。EV推進、交通量削

減、CCS活用等
Sustainable Japan

✔ 米国 6-U1
ULの専門知識は、新しいソーラープラント開発の推進に役立
つ

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ 米国
6-U2 ANABは、タイプI環境ラベリング認証プログラムのためのセク

ター固有の認証プログラムを開始
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国
6-U3

電力会社が革新的なインフラストラクチャを実証
National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ 米国 6-U4 地域エネルギーイニシアチブの倍増 NEMA Blog

✔ ✔ 米国 6-U5
より多くの消費者がイーコマースに依存しており、倉庫の持続
可能性への動きに注目が集中

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 6-U6
ULは、風力、太陽光予報を提供するためにメキシコの国家エ
ネルギーオペレーターより選択

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 6-U7
22州政府等、連邦政府を提訴。トランプ政権のクリーン・
パワープラン撤回阻止要求

Sustainable Japan

✔ ✔ 米国
6-U8 ULは、4R Energyに対し再利用EVバッテリーの世界初の認

証を発行
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ 米国
6-U9 EPAは、RFSのセクション610レビューに関するパブリックコメ

ント期間を延長
Biomass Magazine

✔ ✔ 米国
6-U10

Axne議員は、EPAにおけるRFS免除誤用の調査を要求 Biomass Magazine

✔ 米国 6-U11

ComEd、Quanta Technology及びVELCOがIEEE Power＆

Energy Society Corporate Engagement Programに
参加

IEEE

✔ ✔ 米国
6-U12 SavillsとULは、Healthy Buildingの開発におけるブループリ

ント策定に際し、戦略的提携を発表
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
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✔ ✔ 米国
6-U13

化石燃料業界でさえ、EPAのメタンの巻き戻しを好まない Washington Post

✔ ✔ 中国
6-C1 グリーンファクトリープロモーションアライアンスが、グリーン

ファクトリー企業の代表者に第三者評価機関の証明書を発行
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C2 グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、2冊目とな

るグリーンファクトリー実践事例集を発行
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C3 グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、「グリーン

ファクトリー評価機関自主規律協定」の署名式を開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C4 グリーンファクトリープロモーションアライアンス「グリーンファ

クトリークリエーションエキスパート」が開始
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C5

( )

中国標準化研究院と山東産業技術研究所が包括的な戦略的
協力協定に署名

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C6
「エネルギー効率融資のプロジェクト分類及び評価ガイドライ
ン」等2つの国家規格のレビューを北京で実施

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C7
大気汚染物質制御分野における環境保護機器に対する国内
初の強制性能効率規格が発行

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C8 エアコンユニットなど、5種類の製品の改訂会議を実施 中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C9 2019年の主要分野におけるグリーンテクノロジー国家規格策

定の特別計画に関する国家標準化管理委員会の通知
国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国
6-C10 適合性評価のための中国国家認定センターが調査のために

来訪
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C11 ティアン・シホン、グラハム・スチュワート国際貿易副大臣と会

談
国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ 中国
6-C12

( )
中国政府、メタノール自動車の製造能力向上を促進 Japanese.China.Org.CN

✔ ✔ ✔ 中国
6-C13

( )

中国の産業用インターネットセキュリティシステムは、2020年
末までに確立

WS网经社
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✔ ✔ 中国
6-C14

Liu He氏が第2回中国国際知能産業博覧会の開会式に出席。
技術開発の新たな機会をつかみ、スマート産業の健全な発展
を促進

中央人民政府

✔ ✔ ベトナム
6-A1

2020年の品質・測定規格の策定計画について議論 ベトナム規格・計量・品質総局 （STAMEQ）

✔ ✔ マレーシア
6-A2 マレーシア企業が小規模水力建設の資金調達のためにグ

リーンスクークを発行
Hydro Review

✔ ✔ マレーシア
6-A3

SIRIMがパワフルな太陽光街灯システムを開発 マレーシア標準工業研究所（SIRIM）

✔ インドネシア 6-A4 政府規制が再生可能エネルギープロジェクトを阻害 The Jakarta Post

✔ タイ 6-A5 米国がタイの太陽エネルギープロジェクトに投資 Bangkok Post

✔ ✔ タイ
6-A6

( )
タイと韓国が電気バスの開発において提携 The Thaiger

✔ ✔ インドネシア
6-A7 BSNがアジア太平洋計量計画のワークショップをジョグジャカ

ルタで開催
インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ 国際 6-O1
Bank WindhoekとIFCは、無料のグリーンビルディングソフト
ウェアを導入

New Era Publication Corporation

✔ 国際 6-O2 デザインによるサイバーセキュリティ

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 国際 6-O3
IoTとスマートシティ：アフリカがITU標準化への参加を拡大し
ている理由

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 6-O4 ISO / IEC 27001の信頼し得る認証
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際
6-O5

電池は世界を回る
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際
6-O6 新規策定中の規格は、拡大した排出による気候への影響定

量化に寄与
International Organization for 

Standardization (ISO)
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✔ ✔ 国際
6-O7 ITU Digital African Weekにおいて環境の持続可能性のた

めの先進的な技術について議論
International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 6-O8
第24回World Energy Congressでのクリーンエネルギー閣僚
会議

Energy Management Working Group（

EMWG）

✔ 欧州 7-E1
IABは、Googleが（ついに）来年参加する、同意フレームワー
クをローンチ

Ad Exchanger

✔ ドイツ 7-E2

国際イ―コマース：中国トレーダーへの厳格なルール
ディーラー協会は、プラットフォーム運営者の責任に関する前
進を歓迎

Händlerbund 

✔ ドイツ 7-E3
Händlerbundネット上の広告のラベル付けに関する明確な
ルールを要求

Händlerbund 

✔ ✔ 米国
7-U1

 

より多くの消費者がイーコマースに依存しており、倉庫の持続
可能性への動きに注目が集中

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 中国
7-C1

規格案により中国のアプリが収集できる個人データを標準化 Caixin Global

✔ ✔ 中国
7-C2 ワッツアップがモバイル決済でインドネシア国営銀行などと交

渉
Cointelegraph ジャパン

✔ ✔ 中国
7-C3 「電子請求書ビジネスプロセス仕様」の国家標準に関する通

知
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 7-C4
広西チワン族自治区は、技術革新結果の適用を促進するた
めに、産業用インターネット産業同盟を設立

WS网经社
（中国電子商務研究中心(CECRC)）

✔ ✔ ✔ 中国
7-C5

「第16回中国標準化フォーラム」の開催に関するお知らせ 中国標準化協会(CAS)

✔ 中国 7-C6 アリババ国際標準化研究所は、商工会議所を訪問
中国国際貿易促進委員会商業産業委員会教
育訓練部(CCPIT)

✔ 中国 7-C7 第1回北東アジア電子商取引サミットを開催
WS网经社
（中国電子商務研究中心(CECRC)）

AFPBB News
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✔ ✔ シンガポール
7-A1 シンガポールの金融サービス及び電子決済会社は、来年8月

から新たなサイバーハイジーン規則に従う必要あり
The Straits Times

✔ タイ 7-A2 タイは来年Eコマース税を計画 Reuters

✔ ✔ ✔ シンガポール
7-A3 国民登録カード（NRIC）のデータ収集ルールが日曜日から厳

格化
The Straits Times

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E1 ETSIは、緊急通信用のIOTデバイスに関するレポートを発行
European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E2 AIのタイムテーブルを設定 Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E3
SIN SGがデジタル政府サービスの新しいUK-SG MoU締結
を促進

Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E4
サーバーおよびデータストレージ製品（ENTR Lot 9）のエコデ
ザイン規制が施行

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E5 EUは規格に関する利害関係者との会合を設立 フィンランド規格協会（SFS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E6
IEC 62443：産業界のサイバーセキュリティに関する国際規
格シリーズ（自動化）

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E7 BMWiでのAIに関するドイツートルコ間の協議
Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E8
Googleは、デジタル広告用に収集されたデータに関するより
厳格な基準を提案

DIGIDAY

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E9 EUは顔認識技術に関する新規制を検討
AL JAZEERA AND NEWS AGENCIES

日本経済新聞

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E10 専門家ワークショップ「倫理とAI」に関する報告
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E11 AIの標準化に関するロードマップに関するキックオフイベント
Deutsches Institut für Normung .(DIN)

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ スウェーデン 8-E12 標準は国際貿易における政治的ツールか？ Swedish Standards Institute（SIS）
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U1
NISTがIoTデバイスのドラフトセキュリティ機能の推奨事項を
公表

National Institute of Standards and 

Technology（NIST）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U2
TIAがデータセンター向けANSI/TIA-942認証スキームを立ち
上げ、プログラム運用役にCertacを選定

PR Wire

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U3 安全と人工知能の未来を推進 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U4

計画は、AI規格開発における連邦政府機関の関与の優先順
位を概説

NISTは、AIの技術標準とツールを開発するための連邦政府
の関与計画を公開

National Institute of Standards and 

Technology（NIST）

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U5 KTL・UL、北米技術サポートを強化するためのMoUに合意 kharn

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U6
Lockheed Martinがサイバーセキュリティ標準化モデルを展
開

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U7
Googleが広告の透明性のためのオープンソースブラウザ拡
張機能を開始

Threat Post

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U8
Tech Talk：AIを含むデジタル技術の実現に関するG7でのグ
ループピッチ

Broadcasting & Cable (B&C)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U9
USTDAはU.S.-Africa Information and Communications 

Technology Standards ProgramにANSIを選出
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U10
ROBIO 2019-ロボティクスとバイオミメティクスに関する国際
会議

IEEE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U11
第3回Impact.Engineeredフォーラム：社会変革のための技術
革新を促進

American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C1
国務院がプラットフォーム経済の健全な発展を促進するため
のガイドラインを発行

中国中央人民政府

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C2 科学技術省の研究チームが調査のために来訪 中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C3 米国規格協会(ANSI)代表団が当院を訪問 中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C4
国務院総局は、流通の発展を加速
商業消費の促進に関する意見

中央人民政府
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C5
深セン市産業情報技術局は、AIの標準化作業を交換するた
めにCESIを訪問

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C6
Jingdongyun(Dongying)Digital Economy Industrial Parkの
開所式を実施

WS网经社
（中国電子商務研究中心(CECRC)）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C7
蘇州でデータセキュリティコンプライアンスとテクノロジー
フォーラムが開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C8
第4回光ファイバー通信技術の応用と標準化サブフォーラム
が開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C9
情報インフラストラクチャセキュリティポリシー及び実践
サミットが開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C10
中独政府間測定協力協定の署名40周年
中独測定協力セミナーが北京で開催

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C11 重慶にて開催の第2回スマートチャイナエキスポ PR Newswire Asia

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C12
CESIが2019年中国国際スマート産業博覧会-第2回
スマート製造サミットフォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

exciteニュース

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C13 2019年中国産業インターネット会議
WS网经社
（中国電子商務研究中心(CECRC)）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O1
Black Hat 2019での主要なIECサイバーセキュリティ規格の
ライブデモ

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O2
プライバシー情報管理への取り込み：初の国際規格を
公開

International Organization for 

Standardization (ISO)

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O3 規格を機械可読に
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O4
サービス管理システムに関する国際ガイダンスの改訂版が新
たに発行

International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O5 5GはARおよびVRの採用促進を期待
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O6 ISO / IEC 27001のための信頼できる認証
International Electrotechnical Commission 

(IEC)
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 Central Bank Digital Currency（CBDC）
 ①デジタル化されている ②円など法定通貨建てであると ③中央銀行の債務として発行される、という3条件を満たす各国の中央銀行が発
行するデジタル通貨のことをCBDCと呼ぶ

通貨名

1256

中国におけるファイナンス分野動向：デジタル通貨CBDCの発行（参照番号：1-C1, 3）

中国が発行するデジタル通貨（CBDC）は、金融施策の有効性向上等のメリットが
期待される一方、金融危機の加速や銀行の倒産誘発等が懸念されている

出所：ロイター、Forbesその他メディア等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ファイナンス 参照番号：1-C1, 3今月のピックアップ

 発行者：中国人民銀行
 運用者（CBDCの初期配布先）：中国工商銀行、中国建設銀行、中国銀行、中国農業銀行、UnionPay 、Alibaba、Tencent

発行者/

運用者

通貨運用
の仕組み

 通貨の流通量の調整など、金融施策の有効性が向上

 キャッシュレス手段や関連規格、運用事業者が乱立した現状の解消

 リテール決済市場の競争環境維持に寄与（市場の独占・寡占の防止）

期待され
る効果

※1：中国では「独身の日」とされ、最も中国人が買い物を行う日として知られている。米Forbes誌の報道であるが、一部中国高官は「推測に過ぎない」と否定

第一層 第二層

発行

償還

一般企業

個人

引き出し

循環

入金

 二層構造の運用システムを用いて、流通する紙幣や硬貨の代替として同機能を提供する仕組みとなる予定

第
一
層

第
二
層

CBDCの発行と引換のために、中央
人民銀行と商業銀行・オンライン決済
サービス提供事業者を接続

発行されたCBDCを一般企業及び個人

に配布し、商業銀行をより広範なリテー
ル市場に接続

 利便性の高さから急速に銀行預金からCBDCへ資金シフトが起こることで、金融危機加速や取付騒ぎが発生する可能性
（デジタル・バンク・ラン）

 CBDCを保有する銀行の利用者が増加することで、上記以外の民間銀行が倒産する可能性

 中国全土の送金処理に耐えうるシステムインフラを構築するために膨大な労力とコストが必要

懸念点

Libraが中国の金融システムの安定にリスクをもたらす可能性を懸念し、早期の発行を目指していると推測

 未定 （2019年11月11日発行と一部報道あり※1）発行時期
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 【インドネシア】【マレーシア】 グリーンスクーク債の発行を推進

 【マレーシア】【シンガポール】 グリーンボンド発行補助スキームを導入

 【フィリピン】【タイ】 ASEAN GBSに基づく発行ガイドラインを策定等

1257

ASEANにおけるファイナンス分野に係る標準化活動動向 （参照番号：1-A2）

ASEANにおいてグリーンボンドの重要性が高まる中、ASEAN資本市場フォーラム
（ACMF）は、ASEANグリーンボンド基準（AGBS）等の基準を整備（2017～18年）

（参考）
関連する
各国施策

策定基準

次頁詳述

出所：環境省資料、Sustainable Japan、環境金融研究機構等の公開情報に基づきDTC作成

目的

 International Capital Market Association (ICMA)のGreen Bond Principles (GBP)に基づく
 「ASEAN Green Bond」としての発行に際して必要なGBP適用の追加ガイダンスを提供し、

AGBS発行に際しての透明性、一貫性を高める目的で制定
 対象となるグリーンプロジェクトのカテゴリ、プロジェクトの評価・選定プロセス、収益性管理、
報告、外部機関によるレビュー等の基準を規定

グリーンボンドの透明性、一貫性、統一性の向上を通じて、域内グリーンボンド市場を発展させる

策定機関

 ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
 ASEAN10か国の資本市場の統制機関より構成
 「AECブループリント2025」に基づき、ASEAN地域の資本市場の統合を強化するため、法令・規制を調和
 上記の各基準採択のほか、資本市場の発展に向けた活動を実施（以下、例）

• ロードマップ「Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Markets」の策定イニシアティブ
• デジタル資産監視ネットワーク（Digital Asset Oversight Networking）の構築 等

ASEAN Green 

Bond Standards
（2017年11月）※1

ASEAN Social 

Bond Standards
（2018年～）

ASEAN 
Sustainability 

Bond Standards
（2018年～）

 上記ABGSと同様、ICMAのGBP及びSocial Bond Principle（SBP）に基づく
 「ASEAN Social Bond」としての発行に際して必要な基準について、AGBSを補足する目的で制定
 対象となるプロジェクトのタイプ／対象となる人口群、プロジェクトの評価・選定プロセス、収益性
管理、報告、外部機関によるレビュー等の基準を規定

 ICMAのSustainability Bond Guidelinesに基づく
 当該Bond発行に際しては、AGBS及びASBS双方に準拠している必要がある旨規定

※1 2018年改訂版が発行されている

ファイナンス今月のピックアップ 5月次レポート更新参照番号：1-A2
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直近のグリーンスクーク発行（詳細）
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マレーシアにおけるグリーンファイナンスの取り組み （参照番号：1-A2）

マレーシアは近年スクークの開発・発行を積極的に推進しており、直近では世界初の
小規模水力建設の資金調達のためのグリーンスクークを発行

出所：公開情報に基づきDTC作成

発行金融
商品

発行金額
（発行時期）

調達資金
の使途

準拠
基準

発行者

商品の
評価状況

 Telekosang ASEAN Green SRI Sukuk

（グリーンスクーク債*1）
※イスラム金融におけるグリーンボンドに相当。世界初の
「小規模水力」発電向けスクークとして位置づけ

 4.7憶リンギット（MYR）（≒$1億1,500万）
（2019年8月）
 18年グリーンスクーク債として発行
 2017年の水力発電向けスクーク（左記）以降最大金額
※同時に、GBP及びASEAN GBSに基づくジュニア債
（Telekosang ASEAN Green Junior Bonds）を1.2憶リン
ギット（MYR）にて発効

 小規模水力発電プロジェクトのための資金調達
 Sabah Electricityと21年間の再生可能エネルギー電力購入
契約REPPAに署名

 Green Bond Principles (GBP)、ASEAN Green Bond 

Standards(GBS)、マレーシア証券委員会による持続可
能及び責任投資スクークフレームワーク(Sustainable and 

Responsible Investments Sukuk Framework)に準拠

 Telekosang Hydro One Sdn Bhd

 マレーシア地元格付け機関（RAM）のAA3Rating

（AA3/Stable）を獲得
※ジュニア債（Telekosang ASEAN Green Junior Bonds）に
ついてはAA2Rating（AA2/Stable）を獲得

ファイナンス今月のピックアップ

マレーシア中央銀行が「金融部門ブループリント
2011~2020」を発行（2011年12月）
• SRIを国内資本市場発展の重要要素として位置づけ、
国内外投資家にスクーク市場の適格性や安全性も提示

--投資家ニーズに対応したグリーンスクーク/サステナブルス
クークの開発・発行を推進（以下、事例抜粋）--

マレーシア中央銀行と世界銀行（WB）が連携し、
「社会責任投資（SRI）スクーク・フレームワーク」を
開発（2014年）
• SRIコンセプトとイスラム法（シャりーア）規定を統合させ
たルールを制定

カザナ・ナショナルがサステイナブル責任投資
（SRI）スクークを発行（2015年）

再生可能エネルギー投資のためのグリーン
スクークを発行（2017年）

マレーシア証券委員会（SC）がESGガイドライン
「Sustainable and Responsible Investment

Funds」を制定（2018年12月）
• ファンド（スクークを対象としたファンド含む）にSRIラベル
付与の基準を提示

小規模水力発電建設のためのグリーンスクークを
発行（2019年8月）

マレーシア
国内に
おける
グリーン
ファイナン
ス分野の
取り組み

• 発行金額： 2.5憶リンギット
• 発行者： Tadau Energy（国内再生可能エネルギー企業）
• 使途： マレーシアボルネオのサバ州でのメガソーラー事業

2件（合計50MW）の太陽光発電事業資金へ充当
• 評価状況： RAMのAA3Rating（AA3/Stable）を獲得

参照番号：1-A2
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：EU医療機器規則（MDR） （参照番号：2-E4, 5, 6）

2020年5月より既存のEU医療機器指令（MDD）がEU医療機器規則（MDR）に移行。
医療機器の対象・適合性評価プロセスと共に、通知機関の要件等も更新されている

1260

Regulations
（規制）

ヘルスケア 過去月次レポート更新

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

企業は、当該規則（MDR）に対応する整合規格（Harmonized Standard）の動向と共に、現在のMDD証明書及び審査
中の通知機関（NB）を確認し、そのNBがMDRの適合性評価機関として許可されるかを含め動向注視の必要あり

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、認証機関・当局
による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 医療機器指令（MDD： 93/42/EEC）、能動埋め込み医療機器指令（AIMDD：90/385/EEC）に代わる法令として発行（移行期間：3年、適用：2020年5月）

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR), 

amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing 

Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

ス
コ
ー
プ

 幅広い医療機器（器具、機械、用具、インプラント、試薬、ソフトウェア、材料又はその他品目）を対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、適用に必要なソフトウェアを含む製造者が人体への使用を意図した製品が対象
 疾病の診断、予防、監視、治療、緩和のほか、予測、予後診断、病的状態の検査・代替・改善、インビトロ検査からの情報提供、医療機器の洗浄・
消毒・滅菌機器等を含む*1

今月のピックアップ

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外

参照番号：2-E4, 5, 6

 第2章（第5条～24条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章）等が定められ、各クラス分類に基づく適合性評価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないがマンデートに基づく関連規格・ガイダンス策定や、EC専門家グループMedical Device

Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupによる検討が進行中

 第4章（第35条～50条）において、対象医療機器の適合性評価を行う機関を通知機関（Notified Body: NB）として認定すること、
NBに対し、適合性評価に際しての要求事項等を規定
 NBとして認定されるために、適合性評価機関は各国の当局へ申請を行う必要があり、ECより任命された専門家による構成されるJoint

Assessment Teamによる審査等を経てNBの決定がなされる（第38条、39条） 次頁詳述
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EUにおけるヘルスケア関連規制の策定動向：MDRに基づく通知機関の認定 （参照番号：2-E4, 5, 6）

欧州委員会（EC）は、MDR施行に向け2019年末迄に20の通知機関（NB）認定を
目指す一方、現行認定を受けているのは4機関に留まる
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、各種公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ

適合性評価機関による通知機関（NB）申請状況
（2019年8月現在）

（参考）MDRにおけるNB認定の状況確認方法

現行4機関が認定済み
 BSI Assurance UK Ltd （英国：2019年1月）
 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen

（ドイツ：2019年5月）
 DEKRA Certification GmbH （ドイツ：2019年8月）
 IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI 

QUALITÀ S.P.A.（イタリア：2019年8月）

NB認定
済み

MDRのNB認定のための申請を行わない又は取り下げを
表明している適合性評価機関（以下、抜粋）
 Lloyd‘s Register Quality Assurance

 UL International 

 QS Zürich AG

 Agency of Medicines and 

Medical Products (AEMPS)

NB申請
見送り
表明

QS Zürich AGによる申請辞退
（2019年6月報道）

 MDRでは、NBに対しMDRの適合性評価機関としての指定官庁による
審査が医療機器指令（MDD）よりも厳格化
（2017年11月より申請受付開始）
 NBとしての全面的な認定を目指す適合性評価機関がある一方、MDD

の適合性評価機関であったNBの一部はMDR の適合性評価機関とし
ての役割を全面辞退、又は一部の機器グループの適合性評価に留ま
ることを検討

 MDRにおけるNB認定状況や、各NBにより認証可能なスコープ・
タスク等については、欧州委員会（EC）による情報システム「NANDO」
上で確認が可能

NANDO

各NBの認証スコープ等詳細

NANDO上にて、MDRに対応する
認定NBのリストを参照可能

各NBのNotification上において、適合

性評価実施が可能な製品群・範囲、
方法（モジュール）、関連条項等の
確認が可能

事業者は、現在のMDD証明書
及び審査中のNBの認定状況等
の定期的な確認が必要

参照番号：2-E4, 5, 6
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今月はピックアップ事項なし（略）
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工業和信息化部は、新「標準化法」（2016年3月草案公開、2018年施行）の制定に伴い、自動車分野での標準化を
加速すべく、「自動車産業の中長期開発計画（汽车产业中长期发展规划）」（工信部联装[2017]53号）を発行（2017年4月）

「自動車産業の中長期開発計画」に基づき、新しい国際政治環境、経済環境、国家エネルギー戦略、産業構造調整の下標準化
における主導的役割を果たすため、全国自動車標準化技術委員会車両小委員会を設置
 標準化に関する3つの主要タスクの下、定期的な委員会を開催

1. 標準化分野における政府への質の高いサービスの提供
2. グリーンリサイクルエコノミー、インテリジェントマニュファクチャリング等における標準に資する研究開発実施及び自動車開発戦略の支援
3. 車両分野規格の国際化による業界への貢献

背景

1264

中国によるモビリティ分野における政策・標準化動向 （参照番号：4-C28）

中国は「自動車産業の中長期開発計画」に基づき全国自動車標準化技術委員会車両
小委員会を設置。8月に年次会議を開催し、新規規格案について議論を実施

出所：中国政府機関HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

モビリティ 参照番号：4-C28今月のピックアップ

全国自動車標準化技術委員会車両小委員会2019年次会議及び規格審査会議を開催（2019年8月21~22日@西寧）

直近（7月）

の政策・
標準化
活動動向

 会議出席者
 車両小委員会及び専門家起案委員会・標準起草ユニットのメンバー、国内外の関連企業及び試験機関代表者
（計60人以上）

 討議内容
 現在当小委員会にて74の規格が存在し、本年は新プロジェクトとして5つの新規格が検討されている旨共有

• 既に19の規格を確立、32の規格を改訂。今後規格策定・改訂作業を促進することを確認
 2件の推奨国家規格「自動車用パンク緊急安全装置の性能要件と試験方法」、「トラックシリーズのスペクトル」、
工業規格「自動車材料の多環芳香族炭化水素」を検討し、修正案を提案
• 会議での投票・合意により、草案作成グループは意見修正の上、今後承認のため標準承認原案を
所管部門へ提出予定 写真：委員会開催の様子

「自動車産業の中長期開発計画」要旨（標準化関連部分抜粋）
• 主要タスクとして、技術標準、試験評価、インフラストラクチャ、国際協力などの産業支援プラットフォームの構築を促進するとともに、省エネルギー車
両のための自動車の燃料消費制限基準、マーキング基準、および税制優遇措置を通じて、軽量・小型化された乗用車の開発と消費を主導すること
を規定

• 国境を越えた統合推進として、ライフサイクル全体でグリーン開発を促進し、グリーン開発コンセプトの下自動車製品のエコデザイン評価基準を策
定・公開するとともに、統一された自動車グリーン製品標準及び認証マークシステムを確立することを規定

• 高ブランド化、信頼性設計、試験及び検証技術の開発・適用を推進し、事前計画、中間監督、アフターセールスフィードバックを含む品質管理システ
ムの構築、製品品質の標準体系の策定及び改善を行い、認証検査・試験において重要な役割を果たすことを規定

• 海外進出（走出去）を加速させるため、 自動車産業における国際協力のためのグリーンチャネルを構築。また、 「一帯一路」の建設、国際的な生産
能力の協力機会をつかみ、製品、サービス、技術、標準の海外進出を実現することを規定

画像の出所：CATARC（http //www.catarc.org cn/work/detail/1454.html）

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1454.html
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科学技術省（国家发展改革委科技部）は「科学技術省の市場志向グリーン技術革新システムの構築に関する
ガイドライン（关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见 689号）」を発行（2019年4月）
 当ガイドラインにて、国内グリーン技術の革新強化、グリーン技術イノベーション企業の特定を推進することを強調

背景
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中国によるグリーンテクノロジー分野における政策・標準化動向 （参照番号：5-C5）

中国ではグリーン化を国家発展理念の1つとして、グリーン製造/工場に係る施策・法令が
複数発効される中、関連する標準化施策についても発表がなされている

出所：中国政府機関HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

資源循環 参照番号：5-C5今月のピックアップ

上記ガイドライン実施のためのグリーン技術標準システムの構築・強化を目的とし、国家標準化管理委員会
（SAC）は、主要分野におけるグリーン技術の国家規格を策定することを決定（2019年8月）

直近（8月）

の標準化
動向 策定予定

規格

 2年の策定プロジェクト期間中に、計18規格の策定を予定 （以下、規格案名）

「科学技術省の市場志向グリーン技術革新システムの構築に関するガイドライン」要旨（標準化関連部分抜粋）
 企業のグリーン技術革新におけるポジション強化： グリーン技術イノベーション企業の特定に関する基準を検討・策定
 グリーン技術標準のガイダンス強化： グリーン技術規格の改訂、改訂のための特別計画を実施し、主要分野の規格改訂タスクを明確化
（グリーン技術規格に関する主要領域や関連する国際規格の把握、環境にやさしい技術効果の評価・検証を実施するための技術指標の検討 等）

 環境に優しい技術革新の評価・認証を促進： 製品のグリーン（エコロジー）デザインの促進、グリーン（エコロジー）デザイン製品リストの公開を行い、
関連する評価技術仕様を整理。また、設計、材料、製造、消費、物流、リサイクルにおいて、グリーン技術標準に基づいたグリーン製品、家電製品、
自動車、建材や他主要製品の認証のため統一システムの確立を推進し、第三者認証を積極的に推進
（工业和信息化部、市场监管总局、国家发展改革委、住房城乡建设部按职责分工负责による所管・責任を明確化）

• 20192391 T 469：コークス炉ガス生産リサイクル技術仕様
• 20192392 T 469：廃ガラスリサイクル技術仕様
• 20192393 T 469：廃繊維選別品質要件
• 20192394 T 469：廃繊維リサイクル技術仕様
• 20192395 T 470：廃プラスチックのリサイクル技術仕様
• 20192396 T 469：廃電池リサイクル技術仕様
• 20192397 T 303：温室効果ガス排出量の会計及び報告
要件セクションxx：水上輸送企業

• 20192398 T 303：ユニット製品（サービス）の排出制限の
準備に関する一般規則

• 20192399 T 334：鉄鉱山における廃岩利用率の計算方法
と要件

• 20192400 T 334：石油及びガスプロジェクトの土地再生技術仕様
• 20192401 T 469：循環経済性能評価標準銅製錬業
• 20192402 T 469：銅製錬業における循環経済実践のための技術
ガイド

• 20192403 T 469：銅製錬時のばい煙除去におけるリサイクル技
術仕様

• 20192404 T 334：石炭利用率の計算方法と要件
• 20192405 T 334：鉄鉱石尾鉱の利用率の計算方法と要件
• 20192406 T 334：鉱物資源とその計算方法の包括的な利用のた
めの技術指標

• 20192407 T 334：土地資源利用評価指標システム基準
• 20192408 T 334：グリーン鉱山建設仕様
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ドイツによるチュニジアでのPVインフラ開発支援
（2019年）

（参考）ドイツ標準化機関による途上国での標準化活動

 チュニジアの代表団は、ドイツの太陽光発電分野における標準
化取り組み視察のため、ドイツVDE | DKEを訪問
（2019年6月23～29日）

【訪問・視察概要】

 ドイツ標準化機関は、途上国へ規格普及や標準化を通じたイン
フラ整備支援を推進

 特にDINは、「International Consultation Services 

（Internationalen Beratungsdienste：IBD）」を通じ
途上国の標準化機関や関連団体と連携を推進

【IDB概要】

1268

ドイツによるエネルギー/インフラ分野における途上国支援動向 （参照番号：6-E4）

独標準化機関は、新興国におけるインフラ・標準化整備の支援を推進しており、直近は、
DKEがチュニジアの代表団の太陽光発電分野における取り組み視察に対応

出所：独BMWi HP、DIN HP、DKE HP、その他公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

エネルギーマネジメント 参照番号：6-E4今月のピックアップ

目的

発展途上国、新興国及び移行国における標準化システム
の最適化支援

 標準化インフラ強化により、経済発展を促進するとともに、
WTO原則に基づく貿易の技術的障壁削減へ寄与

活動内容

 各国における標準化戦略策定と優先順位の設定
 資金調達や技術委員会設置の支援
 規格の作成・公開の支援
 文書収集及び標準化情報の管理

 標準化作業へのSME参加向上、規制緩和手段としての
標準導入等に向けたコンサルティング及びトレーニング
サービスも提供

（参考）

直近の
PJ

 【モンゴル】
モンゴル標準化計量局（MASM）と連携し、トレーニングプロ
グラムの設計や国際標準化の要件を満たす標準化委員会
の設立を支援

 【モルダビア共和国】
ルーマニア標準化団体と共に、委員会事務局の開催、標準
化作業におけるIT使用に関する協議・トレーニングを提供

目的

チュニジアにおける高品質太陽光発電（PV）インフラ開発の
ため、ドイツにおける取り組みを視察
 ドイツ各機関のPV分野における位置づけについて認識
を共有

訪問・視察
概要

 ドイツの太陽光発電分野における組織体制について
説明

 VDE | DKEは、PVモジュールの標準及びPVインバー
ターのテスト内容について説明
 DKEのAlexander Nollau氏がPVシステムにおける最重
要の標準について講演し、VDE RenewablesのHolger 

Kühlmeyer氏がPVインバーター試験における重要事項
の詳細を説明

 チュニジアのPVモジュー

ルのランダムテスト導入
に際して議論を促進する
ため、アドホックグループ
が設置されることが決定

成果

訪問時の集合写真（上）

画像の出所：DKE（https://www.dke.de/de/news/2019/tunesische-delegation-normen-pruefungen-photovoltaikanlagen）

https://www.dke.de/de/news/2019/tunesische-delegation-normen-pruefungen-photovoltaikanlagen
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米国によるエネルギー分野における新興国への標準化活動動向 （参照番号：6-U4）

米NEMAは、アフリカ諸国への国際開発協力プログラム「Power Africa」イニシアチブの
一環として、標準化に関するワークショップの開催等を実施している

出所：米USTDA、USAID、ANSI HP、報道プレス等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

エネルギーマネジメント 参照番号：6-U4今月のピックアップ

Power Africaを通じた標準化活動
US-Africa Clean Energy Standards Program

（CESP）を通じた標準化活動

【NEMAの役割】
Power Africaの標準化プログラムに参画し、電力の安全システム
及びエネルギー貯蔵システムの技術基準の認識、採用の促進に
貢献

US-Africa Clean Energy 

Standards Program（CESP）は、
USAIDが主導、米国貿易開発庁
（USTDA）が支援、米国規格協会
（ANSI）がPower Africa（左記）との
パートナーシップとの下に調整を行う
アフリカでの長期開発プログラム

【NEMAの役割】
ANSIと提携し、Power Africaの一環として、サハラ以南国に対し
クリーンエネルギー技術の標準、適合性評価、技術規制に係る問
題への協力を企図したワークショップを開催（2016年～：計8回）

1 Electrical Safety for Clean Energy Systems 2016年5月

2 Solar Mini-grid Workshop: Regulatory Framework and 

Quality Assurance

2016年9月

3 U.S. – South Africa Workshop on Energy Storage, 

Conformance, and Technology

2017年2月

4 U.S. – Kenya Workshop on Energy Storage Standards, 

Conformance and Technology

2018年5月

5 Standards & Technology to Support Benin's Energy 

Backbone: Energy Storage and Energy Efficiency 

2018年7月

6 Standards to Promote Interoperability: Interconnection 

Code Compliance and Corrective Actions 

2018年
10月

7 Solar Mini-grids: Regulatory Framework and Quality 

Assurance 

2018年
11月

8 Energy Storage Standards, Conformance and Technology 2019年2月

Power Africaは、アフリカ諸国にお
ける電力アクセス向上を目的とした
開発協力プログラム

 ロードマップにおいて、2030年ま
でに6000万件の新たな電力接続、
30,000MWの新たなクリーン発
電の実現を目指すことを提示
 そのために、技術・法律関連
専門家、民間部門、関連政府
等120以上のセクタパートナー
が結集し、電力利用者の増
加・向上のため協力することを
明示

 また、「発電」「接続」「エネルギー
部門の可能性の解放」を3つの概
念的な戦略の柱として提示
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Transparency & Consent Framework (TCF)

v2.0の開始 （2019年8月）
Googleによるデジタル広告目的のデータ利用に係る

業界基準の提示 （2019年8月）

1271

欧州におけるデジタル広告・個人情報保護分野における基準策定動向 （参照番号：7-E1, 8-E8, 8-U7）

欧州一般データ保護規則（GDPR）やプライバシー尊重の高まりを受け、欧州IABや
Googleはデジタル広告での個人データ利用に係るフレームワークや基準を策定

出所：メディア等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

電子商取引（Eコマース）今月のピックアップ 参照番号：7-E1, 8-E8, 8-U7

欧州インタラクティブ広告協議会（IAB Europe）及びIABテック
ラボが主導し、「透明性と合意フレームワーク（Transparency

and Consent Framework）Ver2.0」をリリース
（8月21日）

 【目的】 メディアと広告業界による、ターゲット広告実施に際しての
欧州一般データ保護規則（General Data Protection Regulation:

GDPR）への準拠のための業界基準作りを企図

 【策定プロセス】 パブリッシャー、メディア代理店、アドテク事業、10の
全国IAB等55超の組織による約12か月の継続的議論、EU各国の
データ保護当局との会議（9回）を経て完成
※参加パブリッシャー数は明確でないが
アクセル・スプリンガー、ガーディアン、テレグラフ
などの主要パブリッシャーは関連団体と共に
議論に積極的に関与したとの報道あり

 【要旨（抜粋）】 使用又は収集する特定の
種類のデータと、広告キャンペーンでの役割
を開示する必要があることや、同意データを
より細かく制御する必要がある旨規定
※Ver1.0から大幅変更がされており、Ver1.0を
既に採用しているパブリッシャーは新技術への
改良・実装の必要あり

Googleは、2020年第1四半期末までに、
当フレームワークとの統合を目指すことを表明

Google は、デジタル広告目的のデータ利用において、ユーザー
の決定権当に係る業界基準「Giving users more transparency, 

choice and control over how their data is used in digital 

advertising Version 1.0」を発行（8月22日）

 【目的】 既存のプライバシー制度、TCF（左記）を補完するものとして、
ユーザーにどの程度デジタル広告目的のデータ利用の決定権が
与えられるべきかの業界基準作りを企図

 【策定プロセス】 Googleにより策定・発行。
今後パブリッシャー広告主、アドテクベンダー等業界からのフィード
バックを集める予定

 【要旨（抜粋）】
• 広告表示に関し、企業はユーザーに
プライバシー設定の裁量を認めるべき

• どの個人データを、誰が、何の目的で
収集しているかをユーザーが可視化・
制御できるようにすべき

• どの企業が広告表示に責任を負い、
どのように広告のパーソナライズが
されているか、ブラウザ、ウェブサイト
設定、個別広告等複数ポイントから
アクセスできるようにすべき

• どのデータが広告の関連性判断に
使用されたかユーザーに通知すべき
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Googleによるデジタル広告・個人情報保護分野における取り組み動向 （参照番号：7-E1, 8-E8, 8-U7）

Googleは、トラッキング技術への対策、ユーザープライバシー保護への取り組み強化
を目的とし、「Privacy Sandbox」の開始を発表

出所：米国ホワイトハウスHP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

電子商取引（Eコマース）今月のピックアップ

Googleはユーザーデータ取引に関し、データ保護当局からの重点調査対象に
 仏データ保護機関CNILは、GDPR違反として、Googleに5,000万ユーロ（約59億円）の罰金支払いを命令（2018年）

 アイルランドのデータ保護委員会（DPC）も、プライバシー重視のウェブブラウザ開発を行うBrave社からの苦情を受け、
Googleを調査中（2019年現在）

当局の指摘・調査を受けGoogleは、プライバシー設定の更新やCookieによるトラッキング設定変更を実施
 Webサイトオーナーや広告主がユーザーに関連性の高い広告を表示するために使われるトラッキング技術が、当初の設計意
図を超越していると指摘。そのうえで、Chromeブラウザのプライバシー設定を更新し、Cookieによるトラッキングのブロックに
ついてユーザー選択ができるよう変更（2019年5月）

 一方、（Apple SafariやFirefox等）他ブラウザによるトラッキングへのCookie利用の全面ブロックに対しては、プライバシー
保護の手段として十分でないとして批判。フィンガープリント等技術を使用してユーザー特定を行う方法を後押し、かえって
プライバシーへの悪影響を醸成しうると指摘（2019年8月）

背景

ユーザープライバシー保護技術に関するアイデア募集及びウェブデベロッパーとの広告のパーソナライズ化を
目的とし、「プライバシーサンドボックス（Privacy Sandbox）」を立ち上げ（2019年8月）

 「Building a more private web」において、プライバシーを強化するための取り組み「Privacy Sandbox」開始を発表

 プライバシー保護とコンテンツへのアクセス双方が実現するソリューションの確立、Webプライバシーに係る
問題を抜本的に強化するための一連のオープン標準開発を目指す旨表明

 ユーザーに表示されるオンライン広告情報の透明性を高めることを目標とした実験的な
オープンソースのブラウザー拡張も開始

 その他、広告主がサイト全体の特定ユーザーを追跡できるようにすることなく、
広告主の測定ニーズに対処する方法も包含

直近（8月）

の動向

Cookie分類の改善、Cookie設定の可視化とともに、フィンガープリントをより積極的にブロック
する計画を発表。これらすべての変更により、透明性、選択、制御が向上することを期待

（Justin Schuh, director with Chrome Engineering氏コメント）

参照番号：7-E1, 8-E8, 8-U7
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ドイツによるAI分野における標準化動向：標準化ロードマップの開発（1/2） （参照番号：8-E2, 10）

ドイツDINは連邦政府による「人工知能（AI）のための国家戦略」に基づき、AIの
標準化ロードマップの開発プロセスを進めている

域内標準化動向

国内関連
政策動向

国内
標準化
活動動向

出所：CEN/ CENELEC HP、European Commission Circular Economy, EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

ドイツ連邦政府は、国際競争力の強化等を目指し、「人工知能（AI）のための国家戦略」を発表（2018年11月）
 AI戦略に係る12のうち1つとして標準化を提示。産業界との協力・国家標準化機関との連携を通じ、
国家・欧州・国際レベルで、AI分野の標準化に取り組むため、下記目標を設定
 AIの用語、分類及び倫理的側面の標準化を支援
 標準化団体におけるビジネス担当者、特に新興企業及び中小企業を支援
 国家標準化機関（DIN）と協力し、AI分野における規範及び標準化ロードマップを作成
 既存の規格とAI関連規格・ロードマップの適合性を確認
 EU各国パートナーとの調整を通じ、国際標準化機関へEUの関心をより示すため、AI標準化ロードマップを作成

標
準
化
検
討

の
内
容

DIN及びDKEが協力し、「標準化における倫理および自律型機械および車両におけるAIの標準化」
に関する標準化ロードマップを策定（～2020年4月完成予定）

主
導

機
関

（参
考
）関
連

標
準
化
動
向

国家戦略（上）

※1 注：倫理的側面についても検討を行うが、ロードマップの位置づけは、技術標準が倫理標準への準拠をどのようにサポートできるかを説明することであり、倫理基準自体の策定は目的に含まれない

 DINは、SME、新興企業、企業、大学、研究機関、認証機関、連邦情報セキュリティ庁（BSI）、
倫理専門家の代表者により構成される国内審議委員会「人工知能」を設立（2018年1月）
 情報技術及びアプリケーション標準化委員会（NIA）下の委員会として設置、ISO / IEC JTC 1 / SC 42にも参画

 DINとして、上記国家戦略に対応し、標準化ロードマップと既存の標準の「AI適合性」担保を目指した
ポジションペーパー「人工知能：標準化による将来のテクノロジのための革新的なフレームワーク作成」
を発行（2019年1月）

 産業・研究・政治分野の専門家と共に、既存の規範・基準の調査や倫理的側面※1の検討を通じ、最新技術の反映・
標準化のトピック／分野の特定を推進（以下、主なワークショップにおける論点）
 技術、プロセス及びサービス（要件）の標準化において、倫理的ルールをどのように組み込むことが可能か
 AIの使用における倫理規則の遵守、それに基づく決定を検証可能とするため、どのような方法を実行できるか
 AIに適用する半自律システムを使用する際のインターフェースの設計に関し、倫理的な規則を考慮した責任の基準について、ど
のような標準化の要件が存在するか 等

ポジション
ペーパー（上）

共通今月のピックアップ 5月次レポート更新参照番号：8-E2, 10

次
頁
詳
述
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ドイツによるAI分野における標準化動向：標準化ロードマップの開発（2/2） （参照番号：8-E2, 10）

DINは連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で、AIの標準化ロードマップに関する
ステアリングコミッティを設立（8月1日）

委員会名

委員
構成

出所：DIN HP等の公開情報に基づきDTC作成

人工知能（AI）の標準化ロードマップの運営委員会

（Steuerungsgruppe für die Normungsroadmap zu Künstlicher Intelligenz (KI)）

Wolfgang Wahlster教授
ドイツ人工知能研究センター（DFKI）のチーフアドバイザーであり、連邦教育研究省（BMBF）が連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で開始し
たAIプラットフォームLernende Systemeの運営委員会も兼任

議長

共通

目的

 AI分野における規範・基準制定に係るAIの「標準化ロードマップ」開発を行い、AIに関する不確実性軽減と共に、ドイツ経済の
国際競争力を支援

 科学、ビジネス、政治、社会の専門家により、標準化ロードマップに基づくAI側面に関する規範・標準の概要を提示し、
アクションのための明確なフレームワークを作成

活動
内容

委員

（参考）倫理とAIに関するVDE・DKE合同ワークショップを開催（7月8日-9日＠フランクフルト）
• AIシステムの要件に関する標準化の可能性に焦点を当て、技術的フレームワーク、AIの検証可能性、及び人間、機械、AI間の責任について議論

人工知能（AI）の標準化ロードマップの運営委員会を設置（8月1日）

ロードマップ開発のキックオフ（10月16日＠ベルリン予定）
• 連邦政府、運営メンバー、科学・産業・社会専門家が現行のAI開発に係る洞察を提供、多様なワークショップにて標準化ロードマップの作業開始

• AI要素、定義、分類、倫理、セキュリティ、品質等に加え、産業自動化、モビリティ/ロジスティクス、医療等業界関連のAIアプリケーションにも焦点

Digital Summit 2020にてロードマップ公開（2020年予定）

Dr. Tarek R. Besold (neurocat), Jörg Bienert (Bundesverband Künstliche Intelligenz), Dr. Julia 

Borggräfe (連邦労働社会省), Dr. Joachim Bühler (Verband der TÜV), Dr. Oliver Grün 

(Bundesverband IT-Mittelstand e. V), Matthias Hartmann (IBMドイツ), Stefan Heumann (Stiftung 

Neue Verantwortung), Prof. Jana Koehler (ドイツ人口知能研究センター）, Prof. Klaus Mainzer 

(ミュウヘン工科大学), Dr. Dirk Hecker (フラウンホーファー研究所IAIS), Dr. Christoph Peylo 

(Bosch), Alexander Rabe (インターネット経済学協会), Stefan Schnorr (連邦経済エネルギー省), 

Andreas Steier (キリスト教民主同盟, MdB), Dr. Volker Treier

(ドイツ商工会議所eV), Prof. Dieter Wegener (Siemens AG), Christoph Winterhalter (DIN※)

※DINのビジネス開発人工知能の責任者であるFiliz Elmasも、プロジェクト調整者として関与

今月のピックアップ

委員会メンバーによる集合写真
（2019年8月）

参照番号：8-E2, 10

画像の出所：DIN（https://www.din de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/weichen-stellen-fuer-den-ki-fahrplan-339898）

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/weichen-stellen-fuer-den-ki-fahrplan-339898
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大統領令「Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence」を発表
（2019年2月）
 行動管理予算局（OMB）に、2020年度会計予算以降AI開発へ予算を重点配分するよう指示

 米連邦機関が所有するAI関連データを民間の研究機関などに開放する上で必要な具体的手続きを検討するよう要請
 例）個人情報や機密情報などの保護方法、データの文書化とフォーマットの策定、データ編集時の安全性とセキュリティ担保

 AIが変化を与えている職業、今後の影響が懸念される職業に従事する人々に、その変化に対応可能な支援を提供

 米国発の安全規制やルールを国際標準とすることを念頭に、米国立標準技術研究所（NIST）が AIの国際ルール策定及び
標準化を主導するよう要請

背景

1276

米国によるAI分野における標準化動向：米国NISTによるAI標準に係る計画策定 （参照番号：8-U4）

米国国立標準技術研究所（NIST）はAI標準に関連する計画を発表。当計画において、
大統領令を踏まえて連邦政府機関の関与を優先させることを検討

出所：米国ホワイトハウスHP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

共通今月のピックアップ

米国国立標準技術研究所（NIST）は大統領令を踏まえ、AI分野の技術標準化計画を公表（2019年8月）

NISTによる
AI分野
における
標準化活動

参照番号：8-U4

U.S. Leadership in AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and 

Related Tools 
計画名

 標準化を実施する9つの重点分野を規定
 概念と用語、データに関する規定、人間との相互関係性、指標、ネットワーク、パフォーマンス試験とレポートの作成方法、
安全性、危機管理、信頼性（精度・説明可能性・復元力含む）

 計画中における4つの推奨内容を規定
 AI規格関連の知識、リーダーシップ及び連邦政府機関間の関係を強化し、効果と効率の最大化を図る
 信頼性・再現性の高い研究を推進し、内容によって標準化可能か検討
 官民パートナーシップを支援・拡張しAI標準や関連ツールを開発・使用することで、信頼性、堅牢性の高いAIを調査
 米国の経済的及び国家安全保障のニーズに対応するAI標準を国際的に推進

計画要旨

【参考】

計画策定
までの
流れ

本計画に関するワークショップを開催、国内外からAI標準化に係る情報提供や意見を公募（2019年5月30日）

計画草案を公表し、再度産業界・学会・政府機関を含む40以上の機関から意見を公募（2019年7月2日）

本計画を策定し、商務長官が米国標準技術局 (NIST)局長を通して大統領に提出（2019年8月10日）
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テーマ別情報一覧

8月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1277

注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引（Eコマース）、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 EIB、エネル
ギー融資ポ
リシー改定
案発表。EU
域内で化石
燃料関連へ
のファイナン
スを禁止

8月1日 欧州投資銀行（EIB）は、エネルギー融資ポリシー草案について1月から
3月まで実施したパブリックコメントの結果を公表（7月26日）

 背景：
• EIBは、EUで進める気候変動政策を後押しするため、2013年に策定
したエネルギー融資指針を気候変動の状況に即した内容に改定予定

 草案内容：
• EU域内で、化石燃料に直接関係するエネルギー・インフラ案件への
融資を段階的に廃止
• 特に、原油・ガス採掘、石炭採掘、石炭・原油・ガスに関連するター
ミナル、貯蔵施設、輸送施設等のインフラ、石炭・原油・ガス・泥炭
を燃料とする発電へのファイナンスを2020年末までに停止

• 脱化石燃料に伴い雇用が失われる分野への社会対策の意義を強調
• エネルギー移行パッケージ（ETP）を通じて、EIBとして雇用移行を
後押し

• EU域外において、EU周辺国、サブサハラ・アフリカ地域、アジア地域
でのエネルギー変革分野に対しファイナンスを実施

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/08/01/eib-

energy-

lending-

policy/410

95
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向

テーマ別情報詳細 ファイナンス

ファイナンス分野関連記事詳細（1/15）

https://sustainablejapan.jp/2019/08/01/eib-energy-lending-policy/41095
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C1 中国「デジタ
ル通貨の準
備できた」仮
想通貨リブ
ラ発表から
2ヵ月足らず

8月11日 中国人民銀行幹部が、中国は独自のデジタル通貨の準備ができていると
発言
 中国人民銀行は5年の研究の末ブロックチェーンを使うデジタル通貨の開発に
成功

• 中国人民銀行と商業銀行の階層からなる運用システムを保持
• 開発されているデジタル通貨は、小規模で頻繁に経済活動を行う小
売業者にとって使いやすいデザインを志向

コインテレグラ
フ日本版

https://jp c

ointelegra

ph.com/ne

ws/chinas-

digital-

currency-

is-ready-

central-

bank-says

1-C2 規格案によ
り中国のア
プリが収集
できる個人
データを
標準化

8月13日 国家情報セキュリティ標準化技術委員会がデジタルデータ収集に関する
国家規格のドラフトを公開

 規格（案）概要：
• 地図ナビゲーション、配車、インスタントメッセージ、ブログとフォーラム、
オンライン支払い、ニュースメディア、オンラインショッピングなど、21
種類のインターネットサービスにおける最小限の情報要件を特定

• アプリ開発者がサービスの性質に関係のない個人情報へのアクセス
を防ぐのに有用なものとして期待

Caixin Global https://ww

w.caixinglo

bal.com/20

19-08-

13/draft-

regulation-

may-

standardiz

e-the-

personal-

data-apps-

in-china-

can-

collect-

10145036

3 html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（2/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://jp.cointelegraph.com/news/chinas-digital-currency-is-ready-central-bank-says
https://www.caixinglobal.com/2019-08-13/draft-regulation-may-standardize-the-personal-data-apps-in-china-can-collect-101450363.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C3 中国はFB
のLibraに先
んじてデジ
タル通貨を
開始するた
めに競争

8月20日 China Dailyが発出したレポートでは、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の
検討がFacebookの暗号通貨Libraの発表の影響を受けている可能性が
あることを指摘(8月20日)
 金融技術の専門家はLibraの発表が中国の規制当局間における議論を引き起こ
し、CBDCにおける試験により多くの非政府機関が関与するきっかけになったと
指摘

 CBDC現状：
• 中国人民銀行はCBDCを開始する準備がほぼ完了した旨8月11日週
に公表

• CBDCにおいて現在試験が進行中であり、関連機関により本プロジェ
クトに対する複数のアプローチによる試験を実施

• 順調に進行した場合、中国人民銀行はCBDCをLibraよりも早く市場
に投入可能であると予想

Cointelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

china-is-

racing-to-

launch-a-

digital-

currency-

ahead-of-

fbs-libra

1-C4 ワッツアップ
がモバイル
決済でイン
ドネシア国
営銀行など
と交渉

8月23日 ロイター通信はワッツアップがインドネシアにおけるモバイル決済サービ
ス導入に向け、現地の国営銀行や企業と交渉していると公表（8月20日）

 交渉先：
• マンディリ銀行（インドネシア国営銀行）
• ゴジェック（配車サービス）
• DANA（中国アントフィナンシャルが展開する決済事業）
• OVO（電子マネーサービス）

Cointelegraph
ジャパン

https://jp c

ointelegra

ph.com/ne

ws/facebo

ok-owned-

whatsapp-

looks-to-

launch-

digital-

payments-

in-

indonesia
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https://cointelegraph.com/news/china-is-racing-to-launch-a-digital-currency-ahead-of-fbs-libra
https://jp.cointelegraph.com/news/facebook-owned-whatsapp-looks-to-launch-digital-payments-in-indonesia
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ファイ
ナンス

中国 1-C5 「電子請求
書ビジネス
プロセス仕
様」の国家
標準に関す
る通知

8月26日 SACの国家電子ビジネス標準化技術委員会(SAC/TC 83)が1件の国家
規格草案を作成し、コメントを募集中(9月23日締切)

 意見募集中の規格：
• 「電子請求書ビジネスプロセス仕様」(プロジェクト番号：20184738-T-

469)

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis ac c

n/bydt/bzyj

zq/gbyjzq/

201908/t2

0190826

45062 htm

l

1-C6 中国人民銀
行の仮想通
貨11月の
「独身の日」
に発行か
アリババ・テ
ンセントなど
が最初に
使用

8月28日 フォーブスは、中国人民銀行の独自仮想通貨を最初に使用するのは、ア
リババやテンセント等7企業であると報道

 最初に通貨の使用が見込まれる7企業：
• アリババ、テンセント、ユニオンペイ、中国工商銀行、中国農業銀行、
中国銀行（その他1社については名称不明）

 将来的には米国において中国人民銀行の独自仮想通貨を使用可能とすることも
視野に入れているとの情報有（中国政府関係者による）

Coin 

Telegraph 

Japan

https://jp c

ointelegra

ph com/ne

ws/alibaba

-tencent-

among-

the-

institutions

-who-first-

receive-

the-

cryptocurr

ency-

issued-by-

chinese-

central-

bank
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https://www.cnis.ac.cn/bydt/bzyjzq/gbyjzq/201908/t20190826_45062.html
https://jp.cointelegraph.com/news/alibaba-tencent-among-the-institutions-who-first-receive-the-cryptocurrency-issued-by-chinese-central-bank
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ファイ
ナンス

中国 1-C7 「第16回中
国標準化
フォーラム」
の開催に関
するお知ら
せ

8月14日 CAS（中国標準化協会）が「第16回中国標準化フォーラム」を開催予定で
あることを発表(10月14日～15日@河南省(予定))

 フォーラムのテーマ「標準化戦略と高品質の開発」の下、8つのサブフォー
ラムを同時に開催予定

• サブフォーラム内容(抜粋)：
• 電気及び電子標準化サブフォーラム(テーマ：家電製品の標準化と
製品品質の向上)

• サービス貿易標準化サブフォーラム(テーマ：越境電子取引、共有
経済の標準化)

中国標準化協
会(CAS)

http://www.

china-

cas.org/zx

dtxhtz/187

6.jhtml

1283

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(4/4)
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ファイ
ナンス

タイ 1-A1 タイはアン
チマネーロ
ンダリング
法に暗号を
追加し、マス
ターカードが
ウォレット、
暗号製品提
供へ関心提
示

8月5日 タイ政府は、マネーロンダリング防止規制当局が法律に暗号通貨を追加
する計画を発表
 国家警察マネーロンダリング防止局が新しいマネーロンダリングのツールになりう
る暗号通貨を法律に追加する計画を発表

 タイは、国際的なマネーロンダリング規制当局である金融行動タスクフォース
（FATF）の加盟国であり、当該法律への追加・変更は暗号交換サービスプロバイ
ダーの国際基準に沿って実施予定

PYMNTS https://ww

w.pymnts.

com/block

chain/bitco

in/2019/th

ailand-will-

add-

crypto-

aml-laws-

mastercar

d-fill-roles-

wallet-

crypto-

offerings/

マレー
シア

1-A2 マレーシア
企業が小規
模水力建設
の資金調達
のためにグ
リーンス
クークを発
行

8月6日 マレーシア企業が世界初の小規模水力建設の資金調達のためのグリー
ンスクークを発行
 マレーシアのTelekosang Hydro One Sdn Bhdは18年債のグリーンスクークを
発行し、水力発電所の建設資金を調達

 Telekosang向けグリーンスクーク概要：
• マレーシア証券委員会の持続可能及び責任投資スクークフレーム
ワーク、ASEANグリーンボンド基準、及びグリーンボンド原則の要件
に沿った世界初の小規模水力プロジェクト向けのスクークとして発行

Hydro Review https://ww

w.hydrowo

rld.com/arti

cles/2019/

08/malaysi

an-

company-

issues-

green-

sukuk-to-

finance-

small-

hydro-

constructio

n html
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https://www.pymnts.com/blockchain/bitcoin/2019/thailand-will-add-crypto-aml-laws-mastercard-fill-roles-wallet-crypto-offerings
https://www.pymnts.com/blockchain/bitcoin/2019/thailand-will-add-crypto-aml-laws-mastercard-fill-roles-wallet-crypto-offerings/
https://www.hydroworld.com/articles/2019/08/malaysian-company-issues-green-sukuk-to-finance-small-hydro-construction.html
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ファイ
ナンス

シンガ
ポール

1-A3 シンガポー
ルの金融
サービス及
び電子決済
会社は、
来年8月
から新たな
サイバー
ハイジーン
規則に従う
必要あり

8月6日 シンガポール金融庁（MAS）が、サイバーハイジーンに関する必須規則を
発表

 規定内容：
• 金融サービス及び電子決済会社は、来年8月からサイバーハイジーン
規則の遵守が必要

• 金融機関は、強力なパスワード、多要素認証、及び許可されていない
ネットワークトラフィックを制限するファイアウォールへの対応が必要

 実施当局：
• MASはサイバーハイジーンを義務付ける世界初の金融当局として
機能
• なお、MASは、2020年1月に、金融機関が0.01ドルを超えるすべ
ての電子決済取引について消費者にアラートを送信することを要
求する新しい決済サービス法も導入予定

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/t

ech/financi

al-

services-

and-e-

payment-

firms-in-

spore-

must-

follow-

new-

cyber-

hygiene-

rules-from-

next

1-A4 シンガポー
ルは、フィン
テック試験
の承認プロ
セスを簡素
化、サイ
バーセキュ
リティの
ルールを
発表

8月7日 シンガポール金融庁（MAS）は、サンドボックス環境で製品の試用を検討してい
るフィンテック企業の承認プロセスを緩和

 緩和措置の概要：
• 新たなExpressオプションを設け、当初は保険ブローカー、認定された
マーケットオペレーター、送金事業者のみを対象とし適用

• Expressオプションの利用により、通常21日かかる時間を削減
• 各サンドボックスは事前に定義された境界、規制緩和、期待値の範囲
内で実行可能

• 承認された申請者は、顧客への明確かつ適切な開示の提供、承認期
間の開始から2か月ごとの進捗報告書のMASへの提出など、すべて
の規定条件の遵守が必要

ZDNet https://ww

w.zdnet co

m/article/si

ngapore-

eases-

approval-

process-

for-fintech-

trials-

unveils-

cybersecur

ity-rules/
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https://www.straitstimes.com/tech/financial-services-and-e-payment-firms-in-spore-must-follow-new-cyber-hygiene-rules-from-next
https://www.zdnet.com/article/singapore-eases-approval-process-for-fintech-trials-unveils-cybersecurity-rules/
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A5 BIがQRコー
ドインドネシ
ア標準を
開始

8月17日 インドネシア銀行(BI)はインドネシアのQRコード標準(QR Code 

Indonesian Standard：QRIS)を発表
 QRISの開始は2019年5月に発表された「Indonesian Payment System Vision 

(SPI) for 2025」の本格展開の一部として、インドネシア独立74周年に合わせ
QRISを発表

 QRIS作成目的：
• トランザクションの効率性促進、金融包摂の加速によりインドネシアの
経済成長を促進

 QRIS策定から実施までの流れ：
• 第1フェーズ：テスト(2018年9月～11月)

• 第2フェーズ：テスト(2019年4月～5月)

• 正式運用：全国規模での実装(2020年1月1日～)

KOMPAS.com https://tekn

o kompas.

com/read/

2019/08/1

7/1105572

7/bi-

luncurkan-

standar-qr-

code-

indonesia
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https://tekno.kompas.com/read/2019/08/17/11055727/bi-luncurkan-standar-qr-code-indonesia
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ファイ
ナンス

シンガ
ポール

1-A6 シンガポー
ル暗号通貨
協会が実践
規範を開始

8月20日 シンガポール暗号通貨及びブロックチェーン産業協会「ACCESS」が新た
に「プラクティス・コード」草案を公開し、一般向けにフィードバックを募集
(9月10日締切)

 策定目的：
• 金融詐欺やテロ資金対策活動への対策

 位置づけ：
• ACCESSが主導するブロックチェーン・暗号通貨業界におけるベスト
プラクティスの策定、促進を目的としたイニシアチブ、SPICE
（Standardisation of Practice in Crypto Entities ）の一部

 素案検討体制：
• シンガポール金融庁(MAS)の支援、国際法律事務所及びその他主要
な金融機関との協力によりACCESSが主導

 （参考）SPICE概要：
• 国内決済サービス法を補完
• AML（アンチ・マネー・ロンダリング） 、 CFT（テロ資金供与対策）や

KYC（本人確認手続き）のベストプラクティスや重要なクリプトに関する
問題へのアプローチを標準化

• シンガポールのデジタル決済サービスプロバイダーのライセンスと規
制に関する重要な検討事項

Cryptopolitan

The Nodist

https://ww

w.cryptopo

litan.com/c

ryptocurre

ncy-

associatio

n-of-

singapore-

to-launch-

code-of-

practice/

https://jp th

enodist co

m/articles/

12601
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ファイ
ナンス

ASEAN 1-A7 東南アジア
の銀行の
91％は依然
として化石
燃料に資金
を供給–

WWFの
調査

8月21日 世界自然保護基金（WWF）は、ASEAN各国の銀行が気候変動と環境
破壊への対策を各々実施しているものの、対策は不十分であり、地域の
経済的不安定や社会不安に繋がる可能性があると懸念を表明
 WWFは、東南アジアの多くの銀行による新規石炭火力発電所への融資状況に
ついて調査結果を公表。同時に、ASEAN各国の金融業界が実施している気候変
動や環境悪化への対策についても紹介

 ASEAN金融業界における対策(抜粋)：
• 2019年末までに、ASEAN7行による銀行協会及び規制当局が持続
可能な銀行ガイドラインを発行予定

• マレーシア、シンガポール、タイの中央銀行が、気候変動リスクを管理
し、持続可能な開発のために資本を動員する金融システムにおける
能力強化のため設立されたNetwork for Greening the Financial 

System (NGFS)に参加
• 374の金融機関が気候関連の金融情報開示に関するタスクフォース

(TCFD)を承認

INQUIRER.

NET

https://new

sinfo.inquir

er.net/115

6036/91-

of-banks-

in-

southeast-

asia-still-

fund-fossil-

fuel-wwf-

study
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https://newsinfo.inquirer.net/1156036/91-of-banks-in-southeast-asia-still-fund-fossil-fuel-wwf-study
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ファイ
ナンス

タイ 1-A8 アユタヤ
銀行、アジ
ア太平洋地
域で初めて
民間セク
ターのジェン
ダー債を
発行

8月25日 国際金融公社(IFC)とドイツ投資協会(DEG)は、アユタヤ銀行が発行する
最大2億2000万米ドルの女性起業家債（ソーシャルボンド）に加入するこ
とを合意(8月23日)

 女性起業家債概要：
• アジア太平洋地域における最初の民間「ジェンダー」債券
• 国際資本市場協会のソーシャルボンド原則及びASEANソーシャルボ
ンド基準に準拠したアジア新興市場での最初のソーシャルボンド

• タイの女性主導の中小企業（WSME）への融資増加を目的としてIFC
とGoldman Sachs 10,000 Womenの共同イニシアチブである「女性
起業家機会ファシリティ」が支援

the Asset https://esg.

theasset.c

om/ESG/3

8521/finan

cial-

magazine-

for-asias-

decision-

makers

シンガ
ポール

1-A9 国民登録
カード
（NRIC）の
データ収集
ルールが
日曜日から
厳格化

8月27日 9月1日から国民登録カード（NRIC）の番号の収集、使用、開示、コピーの
作成が法的に禁止に

 背景：
• NRIC番号は、抽選や会員申込書、駐車場の引き換え等、さまざまな
用途で使用されていたが、NRIC番号を使用して個人に関するデータ
を取得することが可能であり、不当利用の可能性が顕在化

 規制概要：
• 個人情報保護委員会（PDPC）が、昨年のNRICアドバイザリーガイド
ラインの変更により、9月1日から組織が個人のNRICを物理的に保持
して番号を収集することが禁止となることをリマインド

• 今後、NRIC番号を取得できるのは、金融・不動産関連取引や、電話
回線への加入、医師の予約、ホテルへのチェックインなど、法律で必
要とされる場合のみ

• 違反した場合、最大100万ドルの罰金

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/t

ech/stricter

-nric-data-

collection-

rules-to-

kick-in-

from-

Sunday

https://esg.theasset.com/ESG/38521/financial-magazine-for-asias-decision-makers
https://www.straitstimes.com/tech/stricter-nric-data-collection-rules-to-kick-in-from-Sunday
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 WFEは商品
市場の持続
可能な基準
を探索

8月22日 国際取引所連合（WFE）は、商品市場における持続可能性の基準策定の
必要性についてホワイトペーパーを発行（8月20日）

 背景：
• WFE及び関連業界団体は、金融促進におけるリーダーシップとコミッ
トメントに関し、WFE Sustainability Principlesを宣言（2018年10月）

 ホワイトペーパー概要：
• 持続可能性に関する基準は多数存在するにも関わらず、持続可能に
生産された商品の構成要素についての合意は限定的であることを
強調

• 最終的に、持続可能性を商品デリバティブ市場に統合するための
ガイドライン開発の必要性を強調

Regulation 

Asia

https://ww

w.regulatio

nasia com/

wfe-

explores-

sustainabil

ity-

standards-

for-

commodity

-markets/

1-O2 国際
NGO74
機関、エク
エーター原
則第四版案
にパブコメ
提出。協会
への苦情通
報制度導入
を要請

8月29日 国際NGO等79機関は、銀行向けのプロジェクトファイナンス分野での
環境・社会配慮に関する国際ガイドライン「赤道原則 第四版」（EP4）案に
対するパブリックコメントを提出（8月22日）

 パブリックコメント要旨：
• 同原則の署名金融機関を指す「EPFI」が、同原則に違反していると
考えられる際に、第三者がエクエーター原則協会（EPA）に苦情
申し立てを通報できる制度の導入を要請
• 現状案では、EPFIが同原則に違反した場合に、EPAに対し苦情
申し立てする仕組みが盛り込まれておらず、深刻な環境、社会
課題への対処には効果的でない旨を指摘

• エクエーター原則と国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）の
整合性の重要性にも言及
• UNGPに準拠することで、EPFIのプロジェクトファイナンス時の
デューデリジェンスとリスクマネジメントを促進し、財務や法務
リスク軽減に繋がる旨を指摘

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/08/29/ep4

-draft-

review/418

64
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https://www.regulationasia.com/wfe-explores-sustainability-standards-for-commodity-markets/
https://sustainablejapan.jp/2019/08/29/ep4-draft-review/41864


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O3 暗号通貨に
とって規制
が最適な
理由

8月28日 国際通貨基金（IMF）及び英国金融行為監督機構（UK FCA）はそれぞれ
暗号通貨に関する文書を発表（7月）

 IMFによる文書概要：
• デジタル通貨の類型、リスクの評価、及び政策提言を含む文書として
発表（7月15日）

• 民間発行のステーブルコインは、流動性リスク、デフォルトリスク、
市場リスク、為替リスク等、消費者と金融の安定性に多くのリスクを
もたらすことを懸念

 UK FCAによる文書概要：
• 2つの文書を発表（7月）

• 1つ目の文書“Guidance on Cryptoassets”は、exchange tokens、
utility tokens及びsecurity tokens等、金融商品の区別及び評価を
提示

• 2つ目の文書では、リスク評価能力が不十分であるため、個人
投資家への暗号デリバティブの販売を禁止する規則を提案

Cointelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

why-

regulation-

is-the-

best-thing-

for-crypto
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ファイ
ナンス

国際 1-O4 フィンテック
セキュリティ
に関する
ITUワーク
ショップにて、
トップレベル
の専門家が
主要な問題
について
議論

8月27日 ITUは、Fintechセキュリティに関するワークショップを開催
（8月26日＠ITU本部、ジュネーブ）

 ワークショップ実施概要：
• Fintechセキュリティに関するITU-T Study Group 17の研究を
サポートする議論の実施
• Fintechサービス及びアプリケーションのセキュリティ及びプライバ
シーの脅威と関連リスクの特定

• セキュリティ及びプライバシーの課題の対処方法に関する現在の
ベストプラクティスの共有

• Fintechサービス及びアプリケーションのセキュリティ及びプライバ
シー制御に関する要件の調査

• Fintechサービス及びアプリケーションのデータ所有権と同意管理
に対する分散フレームワークの影響調査

• Fintechのサービス及びアプリケーションの政策への影響の議論
• 関連団体、組織、業界における進行中の活動の共有

 セキュリティに関するITU標準化専門家グループITU-T Study Group 17の会議も
実施（8月27日）

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/top

-experts-

discuss-

key-

issues-at-

itu-

workshop-

on-fintech-

security/
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ファイ
ナンス

国際 1-O5 フィンテック
に関する
ITUワーク
ショップにお
いて、専門
家がプライ
バシー問題
を議論

8月29日 ITU Workshop on Fintech Securityが開催され、専門家を中心に
Fintechにおけるプライバシーおよびセキュリティリスクについて議論

 ワークショップ参加者：
• 各国の規制当局、業界関係者、Fintech研究者など71名

 ワークショップにおける討議内容：
• Fintechサービスおよびアプリのセキュリティおよびプライバシーの
脅威とリスクを特定

• セキュリティおよびプライバシーの課題に対処する方法に関する現在
のベストプラクティスを共有

• Fintechサービスおよびアプリのプライバシー制御に関する要件調査
• Fintechサービスおよびアプリのデータ所有権と同意管理に対する
分散フレームワーク
（例：ブロックチェーン/分散型台帳技術の影響調査）

• Fintechのサービスとアプリケーションのポリシーへの影響を議論
• 関連するグループ、組織、業界間で実施中の活動を共有

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/ex

perts-

discuss-

privacy-

issues-at-

itu-

workshop-

on-fintech-

security/
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E1 家庭用食器
洗い機、
家庭用洗濯
機、乾燥機
のエコデザ
イン及び
エネルギー
ラベリング
要件

8月5日 欧州委員会（EC）は、家庭用食器洗い機、家庭用洗濯機、および乾燥機
のエコデザインおよびエネルギー表示要件に関するstandardization 

request （Sreq）のドラフトをCENCENELEC Management Center 
（CCMC）に提出（6月14日）

 概要：
• 規制および委任規制に設定されているエコデザインおよびエネルギー
ラベル付けの必須要件を考慮して、欧州委員会はCENELECにSReq
ドラフトの付録に記載されている整合規格の修正を要求

• CEN-CENELEC Ecodesign Coordination Group (Eco-CG)及び
CLC / TC 59X "Performance of household and similar electrical 

appliances"に対してもコメントを要求

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/wasch

maschinen

-und-

geschirrsp

ueler-

gemaess-

oekodesig

n-richtlinie

英国 2-E2 BSIは、
HDANZを
買収し、
ニュージー
ランド市場
のヘルス
ケア事業に
参入

8月9日 英国規格協会（BSI）は、HDANZ（Health and Disability Auditing 

New Zealand Ltd）を買収
 HDANZ概要：

• 2001年に、ニュージーランドのクライストチャーチを本拠地に、
ヘルスケアセクターの監査組織として設立

 買収による影響：
• HDANZは「BSI HDANZ – A BSI Assurance Company」に社名を
変更

• BSIは、本買収によりヘルスケアサービス認証ビジネスをニュージー
ランド市場へ拡大

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/augus

t/bsi-

expands-

its-

healthcare

-business-

into-the-

new-

zealand-

market-

with-the-

acquisition

-of-hdanz/
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ヘルス
ケア

英国 2-E3 BSIサービ
ス更新、
MDR更新、
フタル酸エ
ステル、電
子警告、及
びインプラン
トカード

8月15日 英国規格協会（BSI）は、医療機器規制（MDR）の最初のレビューを開始し、
MDRに基づく要件の更新を公表

 各分野における対応方針（抜粋）：
• フタル酸エステル：

MDRのAnnex1に示されている要件の適用が必要であり、
最終ガイダンスが公表され次第、BSIは、ウェビナーを提供予定

 eVigilance：
欧州委員会（EC）が、警告システムに関する追加のガイダンスを公開
（7月10日）。2020年1月より、製造メーカーはインシデント報告時に
Manufacturer Incident Reporting (MIR)の適用が必須であり、BSIもMIR
形式のレポートを受け入れ予定

 インプラントカード：
• MDR第18条がインプラントカードに関する要件を定義しており、BSIは
ウェビナーを公開

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/medica

l-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/bsi-

service-

update-

mdr-

update-

phthalates

-

evigilance-

and-

implant-

cards/

欧州 2-E4 イタリアの
IMQは、EU
で指定され
た4番目の
通知機関

8月20日 イタリア認証機関のIMQは、欧州の医療機器規制（MDR）の通知機関
（NB）として指定（8月20日）
 独Dekra、独TÜV SÜD、英BSIに続き、4番目の通知機関（NB）として指定

 背景：
• 2020年5月26日よりMDRが施行予定

 NB指定状況：
• 当初、欧州委員会（EC）は、2019年末までに20のNB指定を予定
• Lloyd's Register Quality Assurance、UL International、及び

QSZürichは、MDRのNBとしての指定を求める予定はないと発表

MedTech Dive https://ww

w.medtech

dive.com/n

ews/italys-

imq-fourth-

notified-

body-

designated

-in-

eu/561284

/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 業界はEU
の使い捨て
デバイスの
再処理規制
に警鐘

8月22日 医療機器業界は、使い捨て製品の再処理に関する欧州委員会（EC）の
方針案を批判

 背景：
• ECは、医療機器規制（MDR）および体外診断用医療機器規制
（IVDR）施行に向けた12の実施事項の一つとして、使い捨て製品の
再処理に関する文書を作成中

 批判内容：
• 文書の開示に対する組織のアプローチ、製造業者と再処理業者間の
標準の違い、実装スケジュールについての問題点を指摘
• 特に、デバイスの再処理適合性分析時の技術文書開示について
は、多数の団体より反対あり

• Association of Medical Device Preprocessors（AMDR）は、
再処理に適さない製品リストの公開に反対

MedTech Dive https://ww

w.medtech

dive.com/n

ews/indust

ry-sounds-

alarm-on-

eu-single-

use-

device-

reprocessi

ng-

regs/5614

54/

英国 2-E6 緊急：クラス
Ir再利用
可能な手術
器具

8月22日 BSIは、クラスIの再利用可能な手術器具について、2020年5月26日まで
に医療機器規制（MDR）に基づく通知機関認証が必要であることを告知

 再利用可能な手術器具 定義：
• アクティブなデバイスに接続せず、メーカーが再利用することを前提に
した外科的使用を目的とした器具

 告知内容：
• Annex IX Chapters I 及び III 又は、 Annex XI – Part A (limited to 

re-use aspects) に基づき、製品ポートフォリオ内にクラスI再利用可
能な手術器具がある場合、11月1日までにBSIに適合性評価の申請
を行うことを推奨

• 申請は先着順で処理されるため、11月1日以降にBSIが受理した申請
については、2020年5月26日までに認定を取得できないリスクがある
ことに言及

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/medica

l-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/urge

nt-class-ir-

reusable-

surgical-

instrument

s/
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 遠隔医療
サービスの
採用には、
標準に対応
したシステ
ムがヘルス
ケアにとっ
て重要

8月16日 ANSIは、ヘルスケア業界の様々な領域でテレヘルスサービスの需要が
高まっており、関連規格が当該領域のける新たなテクノロジーを支援して
いることを紹介

 テレヘルス概要：
• 医療サービスを提供するための遠隔通信及びリモートテクノロジーを
使用する遠隔医療

 ANSIメンバー機関により策定されたテレヘルス関連規格：
• ATIS 0600012（Electrical Protection Considerations for 

Broadband Systems）
• ANSI/SCTE 158 2016（Recommended Environmental Condition 

Ranges for Broadband Communications Equipment）
• IEEE 1857-2013（IEEE Standard for Advanced Audio and Video 

Coding

 ISO/TC215医療情報（Health Informatics)により策定されたテレヘルス
関連規格

• ISO/TR 16056-2, Health Informatics – Interoperability of 

Telehealth Systems and Networks – Part 2: Real-Time Systems

• ISO/TS 13131:2014, Health Informatics – Telehealth Services –

Quality Planning Guidelines

 （参考）
• ISO/TC215の事務局は米国が担当、技術諮問グループ（TAG）の
管理者はANSIが担当

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

5e0d0b36-

f9a4-49e4-

860c-

360b69eb

9736
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ヘルス
ケア

米国 2-U2 Rockwell 

Automation
がISA 

Global 

Cybersecur

ity Alliance
の創設メン
バーとして
発表

8月18日 ISA Global Cybersecurity AllianceはRockwell Automationを設立
メンバーとして発表

 Rockwell Automation概要：
• 産業用オートメーションの米国企業
• 製品のライフサイクルに合わせてセキュリティを設計するために使用
するセキュリティ開発ライフサイクルにてISA / IEC 62443-4-1認定を
取得

• ISA / IEC 62443-4-2認定を取得した最初の産業用コントローラーを
導入

 ISA Global Cybersecurity Alliance目的：
• ISA / IEC 62443（Network and system security for industrial-

process measurement and control）の拡大と使用の加速化
• 熟練したサイバー認識型の労働力の開発
• コンプライアンス及び予防イニシアチブの最適化

Supply Chain 

Management 

Review

https://ww

w.scmr.co

m/article/ro

ckwell aut

omation a

nnounced

as foundi

ng memb

er of isa

global cyb

ersecurit

1299
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ヘルス
ケア

米国 2-U3 高齢社会の
支援：米国
TAG参加者
募集

8月20日 ANSIが高齢化社会に関するISO/TC314及びアクティブアシストリビング
（AAL）のための組織であるIEC SyC AALへの参加呼びかけ
 ISO及びIECの米国メンバー団体による進行中のANSI規格や文書内容に影響を
与え、規格開発プロセス推進を行う米国Technical Advisory Groups（TAG）への
参加を募集

 ISO/TC314: Ageing Societies概要：
• 2017年12月に設立。高齢化社会の進展を管理するのに役立つ
サービスと製品に対処するための包括的なアプローチが対象

• 労働力の高齢化、認知症を含むコミュニティのフレームワーク等に
関する3つのWGが存在

 Systems Committees for Active Assisted Living (SyC AAL)概要：
• 高齢化した世界人口と、病気や障害のために支援を必要とする
あらゆる年齢層の人々の自立生活支援を目的に設置

• コネクテッドホーム環境におけるAALの概念、AAL製品の適合性評価
等に関する6つのＷＧが存在

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

e4e9ac2c-

2d06-

4003-9af1-

a253efc75

a44

米国 2-U4 スマートテ
キスタイル
の新しい
用語

8月 ASTM Internationalのスマートテキスタイル小委員会（D13.50）は、
業界用語集となる最初の規格を承認、D8248として発行予定

 新規規格概要：
• 「スマートテキスタイル」から「ウェアラブルエレクトロニクス」までを
定義

• 新しい素材や製品のいくつかを客観的に分類及び区別する機能を
提供

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/standardiz

ation-

news/?q=u

pdate/new

-

terminolog

y-smart-

textiles
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/8)

ヘルスケア分野関連記事詳細（6/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=e4e9ac2c-2d06-4003-9af1-a253efc75a44
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/new-terminology-smart-textiles
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ヘルス
ケア

米国 2-U5 新規に
ANSI承認
及び再承認
された規格
を発表

8月 HL7が新規にANSIより承認及び再承認されたヘルスケア関連規格に
ついて発表

 新規承認規格：
• HL7 Version 3 Standard: Representation of the Health Quality 

Measures Format (eMeasure),Release 1 （ANSI/HL7 V3 HQ）
 再承認規格（抜粋）：

• HL7 Version 3 Standard: Claims and Reimbursement, Release 4
： ANSI/HL7 V3 CR, R4-2008(R2017) 

• HL7 Version 3 Standard: Accounting & Billing, Release 2：
ANSI/HL7 V3 AB, R2-2008 (R2017)

• HL7 EHR-System Pharmacist/Pharmacy Provider Functional 

Profile, Release 1 - US Realm：ANSI/HL7 EHRRXPROVFP, R1-

2012 (R2017)

• HL7 Version 3 Standard: Clinical Genomics; Pedigree, Release 1
：ANSI/HL7 V3 CGPED, R1-2007(R2017)

HL7: Health 

Level Seven

http://www.

hl7.org/do

cumentcen

ter/public t

emp F9A2

D96B-

1C23-

BA17-

0C0D9DB

B6E3EFD

2B/newsro

om/new.st

andards.a

ugust.201

7 pdf

米国 2-U6 FDAは技術
規制の近代
化、相互運
用性の推進
を計画

8月22日 米食品医薬品局（FDA）は、医療技術インフラストラクチャの近代化及び
相互運用性の促進を計画

 Dr. Amy Abernethy氏（Principal Deputy Commissioner of Food and 

Drugs, FDA）発言要旨：
• 「相互運用性に関する指針の確立及び、医療技術組織向けの合理化
された規制プロセスの作成を検討中」

• 「国家医療IT調整室(ONC)との協働についても推進中」

Modern 

Healthcare

https://ww

w.modern

healthcare

.com/infor

mation-

technology

/fda-plans-

modernize

-tech-

regulations

-push-

interopera

bility
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/8)

ヘルスケア分野関連記事詳細（7/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_F9A2D96B-1C23-BA17-0C0D9DBB6E3EFD2B/newsroom/new.standards.august.2017.pdf
https://www.modernhealthcare.com/information-technology/fda-plans-modernize-tech-regulations-push-interoperability
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ヘルス
ケア

米国 2-U7 任意規格は
歯科及び
健康情報シ
ステム間の
通信から
ボートの
備品及び
機器までの
範囲をカ
バー

8月26日 American Dental Association (ADA) は、 歯科・医療健康情報システ
ムに係る規格として「ANSI/ADA 1084-2019, Reference Core Data Set 

for Communication Among Dental and Other Health Information 

System」を策定
 ADA概要：

• ANSIの認定標準策定機関であり、163,000のメンバーが加盟
• Find-a-Dentist、契約レビュー、第三者支払コンシェルジュ等のツール
を開発し、歯科医師をサポート

 規格概要：
• データを異なる歯科又は医療健康情報システムに送信可能にすべく、
患者の歯科記録から情報を抽出し、構造化、送信する技術仕様を
提供

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

55b7bbcd-

2826-

48c7-88fb-

5683cf4f2

1f2

米国 2-U8 ISO TC 

215 Health 

Informatics
は、医薬品
の用語保守
に関する
技術報告書
を作成

8月27日 ISO TC 215 Health Informaticsは、医薬品の用語・保守に関する規格
「ISO/TR 14872, Health informatics — Identification of medicinal 

products — Core principles for maintenance of identifiers and 

terms」を発行
 背景：

• 医薬品の識別（IDMP）は、規制上の要件となる場合も多く、国際的に
基準策定の重要度が向上

 ISO/TR 14872概要：
• IDMP標準の基準を満たす識別子と、用語の継続的な保守・サポート
のためのフレームワークを提供

 （参考）規格策定主体とANSIの関係性：
• ANSIは、ISO/TC 215の事務局及び米国専門諮問グループ(TAG) の
管理者を担当
• 米国における既存及び新興ヘルスケアセクターによるISO/TC 215
に準拠した国家標準活動を調整

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

5db9cd29-

3c20-

4b66-

aa21-

8fb214112

38d
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/8)

ヘルスケア分野関連記事詳細（8/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=55b7bbcd-2826-48c7-88fb-5683cf4f21f2
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5db9cd29-3c20-4b66-aa21-8fb21411238d
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ヘルス
ケア

米国 2-U9 SavillsとUL
は、Healthy 

Buildingの
開発におけ
るブルー
プリント策定
に際し、
戦略的提携
を発表

8月28日 ULと総合不動産サービスSavills Davisは、中国におけるHealthy 

Building認証システム「Fitwel」の共同推進に関する戦略的協力協定を
締結（8月27日@中国）

 背景：
• ULは、中国におけるFitwelの推進と認証を担当
• Savillｓは、不動産所有者および資産運用会社向けに、ワンストップ
ソリューションの提供を推進
• 建築設計業務から、Fitwel、LEED、WELL、China Green 

Building Logo等を含むGreen Building やHealthy Buildingに
関するコンサルティングサービスを提供

 協力概要：
• WGを設立し、共同技術セミナー及びプロジェクト調査を実行し、建設
プロジェクトにおけるFitwelワンストップ認証サービスの提供を推進

• 将来的にSavillsは、Fitwel技術委員会の作業に参加し、中国規格へ
のローカリゼーションを実施予定

• ULは、Savillsに対し、専門家によるサポートと優先審査サービスを
提供予定

 （参考）Fitwel概要：
• 2017年、 アメリカ疾病予防管理センター（CDC） とUS General 

Services Administrationが立ち上げたHealthy Buildingに関する
認証システム

• 5,000以上の学術研究に基づき、動的設計により建物とコミュニティの
設計と運用を最適化し、居住者の健康及び福祉を向上

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/savills

-and-ul-

announce

d-

strategic-

cooperatio

n-drawing-

blueprint-

healthy-

building-

developme

nt
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/8)

ヘルスケア分野関連記事詳細（9/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/savills-and-ul-announced-strategic-cooperation-drawing-blueprint-healthy-building-development
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ヘルス
ケア

米国 2-U10 AdvaMedは
不確実性の
管理に
関するFDA
のガイダン
スで一部を
獲得し、
一部を喪失

8月30日 アメリカ食品医薬品局（FDA）は、承認のために提出された医療機器の
リスクと利点評価の際の不確実性管理に向けたアプローチに関するガイ
ダンスを発行（8月29日）

 背景：
• 昨年作成された草案に基づき、先進医療技術工業会（AdvaMed）が
企業目線でフィードバックを実施

 ガイダンス目的：
• FDAは、市販前承認（PMA）、De Novo分類、又は人道的機器免除
（HDE）を介して、デバイスの承認を決定する際に不確実性を管理

 ガイダンス概要：
• 新しい機器をタイムリーに市場に投入するため、企業に徹底的な事前
データ開示を要求するのではなく、可能性のある利点とリスクを比較
検討するよう規定

Medtech Dive https://ww

w.medtech

dive.com/n

ews/adva

med-wins-

some-

loses-

some-in-

fda-

guidance-

on-

managing-

uncertainty

/562018/

米国 2-U11 化石燃料
業界でさえ、
EPAの
メタンの巻き
戻しを好ま
ない

8月31日 米国環境保護庁（EPA)は、発電所、暖房システム、工業プロセスの主要
な燃料源である天然ガスの掘削と輸送からの温室効果ガス排出制限を
解除

 背景：
• 米国では、天然ガス採掘の増加によるエネルギー革命が起こった
一方で、天然ガスの主成分はメタンであるため、燃焼せずに大気中に
浮遊させると、単独で非常に強力な温室効果を持つことが
判明

• オバマ政権下で天然ガスの生産と輸送におけるメタン排出制限を
施行（2016年）

• その後、トランプ大統領政権による本規制緩和により、各方面より批
判が殺到
• 短期的には業界に利益となるものの、長期的には不利益をもたら
す可能性があるとする指摘多数

Washington 

Post

https://ww

w.washing

tonpost.co

m/opinions

/even-the-

fossil-fuel-

industry-

doesnt-

like-the-

epas-

methane-

rollback/20

19/08/31/8

17a825c-

ca92-

11e9-

be05-

f76ac4ec6

18c story.

html?nore

direct=on
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/8)

ヘルスケア分野関連記事詳細（10/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtechdive.com/news/advamed-wins-some-loses-some-in-fda-guidance-on-managing-uncertainty/562018/
https://www.washingtonpost.com/opinions/even-the-fossil-fuel-industry-doesnt-like-the-epas-methane-rollback/2019/08/31/817a825c-ca92-11e9-be05-f76ac4ec618c_story.html?noredirect=on
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ヘルス
ケア

米国 2-U12 ASMEが
Robotics 

for 

Inspection 

and 

Maintenanc

e Forumを
開催

8月9日 ASMEは第2回ASME Robotics for Inspection and Maintenance 

Forumへの登録を呼びかけ（9月24〜25日＠テキサス（予定））
 イベント内容（予定）：

• 多くの企業の代表者が集まり、プレゼンテーションや実践的な
デモンストレーションを実施

• 業界のリーダーが速度の向上、精度の向上、安全な操作、及び
コスト削減のためのロボット技術を実装

• アプリケーション、データと分析、及び予測メンテナンスのベスト
プラクティスを提供

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https://ww

w.asme or

g/topics-

resources/

society-

news/asm

e-

news/asm

e-

presents-

robotics-

for-

inspection-

and-

maintenan

ce-forum
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(8/8)

ヘルスケア分野関連記事詳細（11/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.asme.org/topics-resources/society-news/asme-news/asme-presents-robotics-for-inspection-and-maintenance-forum
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ヘルス
ケア

中国 2-C1 高価値医療
用消耗品の
改革に関す
る通知

8月1日 国務院が「高価値医療用消耗品改革計画の改革」を承認、発行
 目的：

• 高価値医療用消耗品の包括的管理、医療サービス行動の標準化、
医療費の不当な増加抑制及び人々の健康の権利と利益の保護

 政策概要：
• 価格形成メカニズムを改善し、高価な医療用消耗品の価格を引下
• 医療サービスを標準化し、価値の高い医療用消耗品の不当な使用を
厳格に管理

• 医療サービスの監督と管理のメカニズムを改善し、法律と規制の違反
を調査・対処

• 医療サービスへの支援政策を改善し、業界の健全な発展を促進
• 医療機関間の責任を明確化し、効率的にサービスを実践

中国中央人民
政府

http://www.

gov cn/zhe

ngce/conte

nt/2019-

07/31/cont

ent 54175

18 htm

2-C2 家庭用掃除
ロボットの
性能要件に
関する中国
標準：
意見募集に
関する中国
国家標準化
協会の通知
（ドラフト用
コメント）

8月1日 中国標準化協会（CAS）、中国家庭用電化製品研究所及び関連部門は、
規格「家庭用掃除ロボットの性能要件」を起草、ドラフトを完成させ、コメン
トを募集中(8月31日締切)
 意見発出する場合には「意見概要書」を中国国家標準化協会に提出するよう
要請

中国標準化協
会(CAS)

http://www.

china-

cas.org/zx

dtxhtz/187

2.jhtml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（12/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-07/31/content_5417518.htm
http://www.china-cas.org/zxdtxhtz/1872.jhtml
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ヘルス
ケア

中国 2-C3 「スマートセ
ンサースペ
クトルシステ
ム及び開発
戦略ホワイ
トペーパー」
を発行

8月2日 「スマートセンサースペクトルシステム及び開発戦略ホワイトペーパー」を
発行

 編集者：
• 産業情報技術部電子情報部及び中国電子技術標準化協会

 ホワイトペーパー概要：
• 中国のスマートセンサー技術、アプリケーション及び産業チェーンの詳
細な研究と概要に基づき家庭用電化製品、自動車用電子機器、産業
用制御、医療用電子機器などの分野における国内外のスマートセン
サーの分野の最新の開発について報告し、中国のスマートセンサー
開発の課題と将来の開発方向について議論

• スマートセンサーの開発戦略の推奨事項を提案し、スマートセンサー
産業と産業発展のための意思決定の基準と基盤を提供

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi cn/20

1908/5415

.html

2-C4 「高齢者向
けの基本的
なサービス
品質及び安
全規制」に
提案された
プロジェクト
のための、
強制国家標
準プロジェク
トに関する
公開協議に
関する通知

8月21日 国家標準化委員会(SAC)は「高齢者向け基本サービスの品質と安全性の
基準」に提案された強制国家標準項目に関する意見公募を決定
(9月20日締切)
 意見提出の際にはNational Standards Committeeのサイトへアクセスするよう
要請

国家標準化委
員会(SAC)

http://www.

sac.gov cn

/sbgs/sytz/

201908/t2

0190823

343733.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（13/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201908/5415.html
http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/201908/t20190823_343733.htm
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ヘルス
ケア

中国 2-C5 AIに関し医
療専門家は
楽観的

8月31日 SHINEは昨今のAIヘルスケアに関する動向について紹介
 背景：

• 上海で開催中の世界AI会議の一部であるグローバルAIヘルスケアサ
ミットで、ヘルスケア関連企業の幹部や役員は医療サービスや他分野
におけるAIの適用について楽観的であると回答。これを受けSHINEは
中国におけるAIヘルスケアに関する昨今の動向について紹介

 AIヘルスケア関連動向（抜粋）：
• 動向①：国連国際電気通信連合のヘルスケアAIフォーカスグループは、
ヘルスケア業界におけるAI適用促進を目的として、中国国内にワーキ
ングフォーカスグループを設置。フォーカスグループのメンバーとして
は、産業情報技術省、国民健康委員会、市レベルの委員会等が加
盟

• 動向②：中国保健情報協会の医療ビックデータについて取り扱う委員
会の会長は、業界の実務者に対し医療ビックデータ関連の規則及び
規制が策定を促すよう助言を実施

SHINE https://ww

w.shine.cn

/biz/tech/1

90830116

7/
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（14/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.shine.cn/biz/tech/1908301167/
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発行日 要旨
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(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C6 中国電子技
術標準化研
究院が視覚
聴覚健康開
発フォーラ
ムを後援

8月13日 消費者への健康的で有益な電子製品提供のための視覚聴覚健康開発
フォーラムが開催（7月30日＠蘇州）

 目的：
• 消費者に健康的で有益な電子製品を提供するための、社会全体の視
覚的健康・聴覚的健康への関心促進を目的としたグローバルな視聴
覚健康研究プラットフォームの構築

 実施概要：
• Hou Jianren産業情報技術部電子情報部副検査官、Zhao Xinhua

CESI副所長等が視覚聴覚健康に対する研究や同分野の標準化動向
について講演

• Bernhard Thies欧州電気標準化委員会副委員長が視覚的聴覚的健
康の標準化の促進におけるEUのイニシアチブを共有するために
フォーラムに参加

• フォーラムにおいて初回の低疲労ディスプレイ製品認証証明書を発行

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi ac cn/

201908/54

74 html

中国 2-C7 「第16回中
国標準化
フォーラム」
の開催に関
するお知ら
せ

8月14日 CAS（中国標準化協会）が「第16回中国標準化フォーラム」を開催予定で
あることを発表(10月14日～15日@河南省(予定))
 フォーラムのテーマ「標準化戦略と高品質の開発」の下、8つのサブフォーラムを
同時に開催予定

 サブフォーラム内容(抜粋)：
• 電気及び電子標準化サブフォーラム(テーマ：家電製品の標準化と
製品品質の向上)

• サービス貿易標準化サブフォーラム(テーマ：越境電子取引、共有経
済の標準化)

中国標準化協
会(CAS)

http://www.

china-

cas.org/zx

dtxhtz/187

6.jhtml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（15/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.ac.cn/201908/5474.html
http://www.china-cas.org/zxdtxhtz/1876.jhtml
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情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C8 CESIは5G
時代のス
マートヘル
スケア業界
の高品質開
発フォーラ
ムを開催

8月28日 CESIが「5G時代のスマートヘルスケア産業高品質開発フォーラム」を
開催しスマートヘルスケア産業の発展と標準化について議論
(8月23日@広州黄浦区)
 CESI副局長は中国のスマートヘルス及び老年医療業界の現状を説明し、下記の
ステップを提案
1. 部門間のコミュニケーションを強化、政策の相乗効果を促進
2. コア技術の革新を強化、開発の機運を向上
3. 新技術の適用を促進、情報管理技術のレベルを向上
4. 標準化作業の発案を明確且つ実用的に実施し、標準システムを絶えず改善
5. ビジネスモデルの革新を強化、持続可能な開発を促進

 参加者：
• 5G、スマートヘルス及びその関連分野、専門家、学者、起業家、業界
の専門家等 （300人以上）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5530

.html
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（16/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201908/5530.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向

ヘルスケア分野関連記事詳細（17/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

シンガ
ポール

2-A1 健康イニシ
アチブにお
いてFitbitは
シンガポー
ル政府と
提携

8月21日 Fitbit Incは、フィットネストラッカーの使用を含む健康イニシアチブでシン
ガポール政府と協力することを発表
 本合意は10月に開始予定
 シンガポールの何十万人もの消費者にフィットネストラッカーを提供し、消費者は
デバイスを無料で使用可能となる予定（プレミアムサービス加入時月10ドルの支
払有）

Thomson 

Reuters 

Foundation 

News

http://news

.trust org//i

tem/20190

82112553

7-nb41p/

2-A2 国民登録
カード
（NRIC）の
データ収集
ルールが日
曜日から
厳格化

8月27日 9月1日から国民登録カード（NRIC）の番号の収集、使用、開示、コピーの
作成が法的に禁止に

 背景：
• NRIC番号は、抽選や会員申込書、駐車場の引き換え等、さまざまな
用途で使用されていたが、NRIC番号を使用して個人に関するデータ
を取得することが可能であり、不当利用の可能性が顕在化

 規制概要：
• 個人情報保護委員会（PDPC）が、昨年のNRICアドバイザリーガイド
ラインの変更により、9月1日から組織が個人のNRICを物理的に保持
して番号を収集することが禁止となることをリマインド

• 今後、NRIC番号を取得できるのは、金融・不動産関連取引や、電話
回線への加入、医師の予約、ホテルへのチェックインなど、法律で必
要とされる場合のみ

• 違反した場合、最大100万ドルの罰金

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/t

ech/stricter

-nric-data-

collection-

rules-to-

kick-in-

from-

Sunday

再掲

http://news.trust.org/item/20190821125537-nb41p/
https://www.straitstimes.com/tech/stricter-nric-data-collection-rules-to-kick-in-from-Sunday
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ヘルス
ケア

国際 2-O1 提案された
次世代ビデ
オコーデック
規格：
MPEG 

Video 

Coding for 

Machines 

(VCM)

8月20日 米Gyrfalcon Technologyと中China Telecomは、次世代ビデオ
コーデック"Video Coding for Machines" （VCM）をMPEGへ提案

 次世代VCM特徴：
• マシンビジョンの圧縮コーディングと、ヒューマンマシンハイブリッド
ビジョンの圧縮を提供

 関連標準化動向：
• 米Gyrfalcon Technologyと中China Telecomは、VCM アドホック
グループを設立し、VCM規格を急速に推進する他チップを開発。
IoTにおける使用の拡大を期待

PR Newswire https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/n

ext-

generation

-video-

codec-

standard-

proposed-

mpeg-

video-

coding-for-

machines-

vcm-

30090406

1 html

2-O2 健康のため
のAI：ITUと
WHOがザ
ンジバルで
第6回会議
を開催

8月20日 AI for Healthに関するFocus Group (FG-AI4H)の第6回会議を開催
予定（9月2〜5日 ＠ザンジバル、タンザニア）

 FG-AI4H概要：
• 乳がん、神経変性疾患、自閉症、失明、皮膚病変、心血管疾患、等の
健康問題に対処する「AI for Health」のユースケースを研究

• 「AI for Health」アルゴリズムのベンチマーク用として常時利用可能な
オンラインシステム立ち上げを準備中

 会議開催者：
• タンザニアUniversal Communications Service Access Fundが主催、

Botnar Foundationがサポート
 実施事項：

• 追加のユースケースと関連データセットを募集したCall for Proposal
の結果について分析予定

• 「AI for Health」ソリューション評価のための標準化の機会について、
ワークショップを開催予定（9月2日）

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/arti

ficial-

intelligenc

e-health-

itu-who-

convene-

sixth-

meeting/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/2)

ヘルスケア分野関連記事詳細（18/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.prnewswire.com/news-releases/next-generation-video-codec-standard-proposed-mpeg-video-coding-for-machines-vcm-300904061.html
https://news.itu.int/artificial-intelligence-health-itu-who-convene-sixth-meeting/
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ヘルス
ケア

国際 2-O3 医薬品用語
のメンテナ
ンスに関す
る技術報告
書が発行

8月22日 技術仕様書としてISO/TR 14872, Health informatics —

Identification of medicinal products — Core principles for 

maintenance of identifiers and termsが発行
 策定主体者：

• ISO/TC 215, Health informatics下のWG 6, Pharmacy and 

medicines businessにて開発 （事務局：米ANSI）
 TR規定内容：

• 医薬品情報を製品コードで標準規格化するIdentification of 

medicinal products （IDMP）の用語保守プロバイダーになることを
目指している組織向けに、IDMP規格の基準を満たす識別子と用語の
継続的な保守とサポートのためのフレームワークを提供

• また、IDMP用語サービスプロバイダーを選択するための評価基準と
して使用できるサービス提供モデルと基本原則を提供

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref242

2 html
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/2)

ヘルスケア分野関連記事詳細（19/19）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2422.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1

  

Rockwell 

Automation
がISA 

Global 

Cybersecur

ity Alliance
の創設メン
バーとして
発表

8月18日 ISA Global Cybersecurity AllianceはRockwell Automationを設立
メンバーとして発表

 Rockwell Automation概要：
• 産業用オートメーションの米国企業
• 製品のライフサイクルに合わせてセキュリティを設計するために使用
するセキュリティ開発ライフサイクルにてISA / IEC 62443-4-1認定を
取得

• ISA / IEC 62443-4-2認定を取得した最初の産業用コントローラーを
導入

 ISA Global Cybersecurity Alliance目的：
• ISA / IEC 62443（Network and system security for industrial-

process measurement and control）の拡大と使用の加速化
• 熟練したサイバー認識型の労働力の開発
• コンプライアンス及び予防イニシアチブの最適化

Supply Chain 

Management 

Review

https://ww

w.scmr.co

m/article/ro

ckwell_aut

omation a

nnounced

as foundi

ng memb

er_of_isa_

global cyb

ersecurit

米国 3-U2 ASMEが
Robotics 

for 

Inspection 

and 

Maintenanc

e Forumを
開催

8月9日 ASMEは第2回ASME Robotics for Inspection and Maintenance 

Forumへの登録を呼びかけ（9月24〜25日＠テキサス（予定））
 イベント内容（予定）：

• 多くの企業の代表者が集まり、プレゼンテーションや実践的な
デモンストレーションを実施

• 業界のリーダーが速度の向上、精度の向上、安全な操作、及び
コスト削減のためのロボット技術を実装

• アプリケーション、データと分析、及び予測メンテナンスのベスト
プラクティスを提供

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https://ww

w.asme or

g/topics-

resources/

society-

news/asm

e-

news/asm

e-

presents-

robotics-

for-

inspection-

and-

maintenan

ce-forum
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（1/10）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.scmr.com/article/rockwell_automation_announced_as_founding_member_of_isa_global_cybersecurit
https://www.asme.org/topics-resources/society-news/asme-news/asme-presents-robotics-for-inspection-and-maintenance-forum
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 ASTM 

Internation

alは、
Additive 

Manufacturi

ng技術に
関するシン
ポジウムを
開催

8月28日 ASTM International Additive Manufacturing Center of Excellence
（AMCOE）は、 Fourth ASTM Symposium on Structural Integrity 

of Additive Manufactured Materials and Partsへの登録を呼びかけ
（10月7～10日@メリーランド、米国）

 イベント概要：
• 業界標準、設計原則、品質及び認証基準の欠如に焦点を置いた、

Additive Manufacturing技術を使用して製造された材料と部品の
構造的完全性に関する意見交換を実施予定

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-host-

symposiu

m-

additive-

manufactu

ring-

technologi

es
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（2/10）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-host-symposium-additive-manufacturing-technologies
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 「プロセス
ベースのイ
ンテリジェン
トマニュファ
クチャリング
ホワイト
ペーパー」を
発行

8月1日 新世代情報技術産業標準化フォーラムにおいて、「プロセスベースのイン
テリジェントマニュファクチャリング ホワイトペーパー」を発行

 文書概要：
• ホワイトペーパーは、プロセスベースのインテリジェントマニュファク
チャリングの主要な構築方向を要約し、デジタル、ネットワーク、及び
インテリジェント製造の実装要素について説明

 策定者：
• 中国電子技術標準化研究所、深セン華志インテリジェント製造技術有
限公司、ノースイースタン大学プロセス産業統合自動化国家主要研
究所により共同で策定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5393

.html

3-C2 「スマートセ
ンサースペ
クトルシステ
ム及び開発
戦略ホワイ
トペーパー」
を発行

8月2日 「スマートセンサースペクトルシステム及び開発戦略ホワイトペーパー」を
発行

 編集者：
• 産業情報技術部電子情報部及び中国電子技術標準化協会

 ホワイトペーパー概要：
• 中国のスマートセンサー技術、アプリケーション及び産業チェーンの詳
細な研究と概要に基づき家庭用電化製品、自動車用電子機器、産業
用制御、医療用電子機器などの分野における国内外のスマートセン
サーの分野の最新の開発について報告し、中国のスマートセンサー
開発の課題と将来の開発方向について議論

• スマートセンサーの開発戦略の推奨事項を提案し、スマートセンサー
産業と産業発展のための意思決定の基準と基盤を提供

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5415

.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/5)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（3/10）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201908/5393.html
http://www.cesi.cn/201908/5415.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C3 全国情報技
術標準化技
術委員会産
業用イン
ターネット
APP 標準
ワーキング
グループの
2019年度
会議が開催

8月5日 全国情報技術標準化技術委員会産業用インターネットAPP 標準ワーキ
ンググループの2019年度会議が開催（7月30日＠蘇州）

 主要テーマ
• 「産業用APPの高品質開発を促進する標準化」

 実施概要：
• 著名専門家であるNing Zhenbo氏が産業用インターネットアプリを
テーマに基調講演を実施

• ワーキンググループでは、産業用インターネットAPP標準システム、産
業用アプリケーション開発ガイド、産業用APP分類及び評価、産業用
APPコンバージェンスなど、過去1年間のワーキンググループの作業
結果を詳細に紹介

 参加者：
• APP分野の代表者120人以上及びワーキンググループのメンバー

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5425

.html

3-C4 エッジコン
ピューティン
グに関する
中国初の
国家規格案
を策定

8月6日 国家標準化管理委員会（SAC）はエッジコンピューティングに関する中国
初の国家規格計画を発行

 計画名：
• 「IoTエッジコンピューティングパート1：一般要件（計画番号：

20192140-T-469）」の国家標準策定計画
 規格における規定内容：

• 本規格は、中国独自のIoTネットワーク、プラットフォーム、及び端末に
展開されるエッジコンピューティングのネットワークアーキテクチャと一
般的な要件を規定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5433

.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C5 適合性評価
のための中
国国家認定
センターが
調査のため
に来訪

8月15日 中国国家適合性評価センターの副所長と技術部の関係者は、研究実施
のためCNISと西渓認証会社を訪問(8月14日)
 適合性評価技術、基準、評価方法、プロセスの観点から、スマートマニュファク
チャリングとグリーンマニュファクチャリングの発展において起こりうる変化につい
て議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5496

.html

3-C6 CNISと鞍山
市政府は戦
略的協力協
定を締結

8月21日 CNISと鞍山市が新興分野における研究開発強化に関する戦略的協力協
定に署名(8月15日)

 戦略的協力協定内容：
• 新興分野（スマートマニュファクチャリングとグリーンマニュファクチャリ
ング、ネットワークセキュリティ、エンタープライズクラウド、スマートシ
ティ）において協力

• 主要な技術研究開発を強化し、出発点として標準を使用した新規産
業開発モデルを作成

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5513

.html

3-C7 中国は産業
用ロボットの
最大の市場

8月22日 中国電子学会は世界ロボット会議（8月20日～26日＠北京）にてレポート
を発表し、中国が7年連続産業用ロボットにおける最大の市場である他、
多様な方法で国際協力を追求している旨紹介

 中国の国際協力事例（抜粋）：
• 中国企業Fosun Pharmaは、米国企業Intuitive Surgicalと協力し、癌
の診断と治療のためのロボットを開発。また、中国に研究開発及び製
造センターを開設

• テュフラインランドは中国ロボット産業同盟と協力し、中国向けの最初
のロボットケーブル規格を策定し公開

• 中国の関連機関は海外機関と協力し、ロボット業界規格を設定

China.org.cn http://www.

china org.c

n/business

/2019-

08/22/cont

ent 75127

414.htm
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C8 中国の産業
用インター
ネットセキュ
リティシステ
ムは、2020
年末までに
確立

8月30日 産業情報技術省と関連部門は、「産業用インターネットセキュリティ作業の
強化に関する意見書」を共同で発行
 意見書により、2020年末までに産業用インターネットセキュリティシステムが確立
されることを表明

 意見書中の開発案件の実施概要：
• 監督と検査、情報共有と通知、緊急時対応等の産業用インターネット
セキュリティ管理システムの確立を検討

• 企業のセキュリティシステムを構築し、機器、プラットフォーム、データ
の緊急時に必要となる産業用インターネットセキュリティ標準を、少な
くとも20規格策定予定

• 自動車、電子情報、航空宇宙、エネルギーなどの主要分野について
は、革新的且つ実用的な安全製品を少なくとも20件作成予定

• 競争力を持つ多くの産業インターネットセキュリティ企業の育成を予定

WS网经社
http://www.

100ec cn/d

etail--

6525314 h

tml

3-C9 Liu He氏が
第2回中国
国際知能産
業博覧会の
開会式に
出席
技術開発の
新たな機会
をつかみ、
スマート産
業の健全な
発展を促進

8月26日 国務院の副首相であるLiu He氏が、第2回中国国際スマート産業博覧会
に出席

 Liu He氏発言要旨：
• 中国が産業エコロジーの構築、技術基盤の強化、産業統合の促進、
人材育成とインセンティブの強化、法的監督の強化、国際協力の促進
に重点を置くことを強調

• スマート産業の発展によって、福祉の促進、効率性と雇用創出のバラ
ンス、プライバシーの尊重及び保護、倫理的利益維持が必要となる旨
言及

中央人民政府 http://www.

gov.cn/guo

wuyuan/20

19-

08/26/cont

ent 54247

70.htm
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C10 全国自動車
標準化技術
委員会車両
小委員会技
術委員会
2019年次会
議及び規格
審査会議が
西寧で開催

8月26日 全国自動車標準化技術委員会が2019年次総会及び規格審査会議を開
催(8月21日～22日@西寧)

 実施事項
• 全国自動車標準化技術委員会の委員長がスピーチを実施
• 新「標準化法」に基づき、「自動車産業の中長期開発計画」を作成した
ことに言及

 「自動車産業の中長期開発計画」に基づく実施事項：
①標準化分野における政府への質の高いサービスを提供
②グリーンリサイクルエコノミー、インテリジェントマニュファクチャリング
などのフロンティアエリアで標準的な研究開発の実施、また国の自動
車開発戦略を支援

③車両分野規格の国際化を行い、業界へ貢献

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1454.ht

ml

3-C11 IEEE 

P2806
「System 

Architectur

e of Digital 

Representa

tion for 

Physical 

Objects in 

Factory 

Environme

nts」キック
オフ会議を
開催

8月29日 IEEE Digital Hygiene Standards Working 

Group(IEEE/C/SAB/DR_WG)が設立され、 IEEE P2806検討のための
キックオフを開催(8月22日～23日@北京)

 IEEE P2806概要：
• 名称：「System Architecture of Digital Representation for Physical 

Objects in Factory Environments」
• CESIが原案をIEEE Standards Associationに提出した後、IEEEが

2019年3月21日に正式に承認
• システムアーキテクチャ、重要なコンポーネント、データリソース、及び
工場環境における物理エンティティのデジタル表現について、基本的
構築プロセスの研究を行うことを目的に規定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5525

.html
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スマー
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チャリ
ング

シンガ
ポール

3-A1 企業が基準
を満たすこ
とを確かめ
るための6
つの新しい
認証プログ
ラム

8月29日 シンガポール認証評議会は、過去1年間で、成長分野の企業が品質基準
を確実に満たすための6つの認証プログラムを開発したことを紹介

 認証プログラム概要：
• 領域として、インフラ、食料、情報通信技術、持続可能性の分野を
カバー
• 認証プログラムのうち1つは、評議会がシンガポール民間航空局と
協力して策定したもので、航空会社の炭素排出要件を規定

• 評議会は、産業オートメーションおよび制御システムのサイバーセ
キュリティを保証するための認証プログラムも開発

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/b

usiness/six

-new-

accreditati

on-

programm

es-to-

ensure-

businesse

s-meet-

standards

マレー
シア

3-A2 マレーシア
は好ましい
ハイテク
投資先と
なることを
目指す

8月29日 マレーシア国際貿易産業副大臣が「スマートマニュファクチャリングエキス
ポ2019」にてスピーチ

 「スマートマニュファクチャリングエキスポ2019」概要：
• 工作機械、金属加工、ロボティクス、産業オートメーションの製造と貿
易のイノベーションに関する展示会

 オン・キアン・ミン国際貿易産業副大臣発言要旨：
• 製造業の変革を支援するための政策「Industry4WRD（forward）」を
通じて、政策は、資金、インフラ、規制の枠組み、スキル、テクノロジー
の5つの戦略的イネーブラーによるデジタル変革を促進するエコシス
テムを提供

• マレーシアは、スマートマニュファクチャリングの適用と推進に関して、
多くの国との協力を継続

• Industry4WRDの適切な実施により、2025年までに労働生産性の向
上、GDPへの製造業の貢献度の向上、イノベーションの強化、高度な
スキルの雇用の創出が可能になると確信

Borneo Post https://ww

w.theborn

eopost.co

m/2019/08

/29/malays

ia-aims-to-

be-

preferred-

high-tech-

investment

-

destination

/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

インド
ネシア

3-A3 中小零細企
業向け国家
規格（SNI）
活用Expo 

2019がバリ
島で開催

8月27日 インドネシア国家標準化庁（BSN）が中小零細企業向け国家規格（SNI）
活用Expo 2019に参加
 国家標準化庁（BSN）は、研究技術高等教育省が毎年開催する展示会「中小零
細企業の国家規格（SNI）活用Expo 2019」に参加

 エキスポテーマ：
• インダストリー4.0のクリエイティブ産業における科学技術とイノベー
ション

 BSNによる活動概要：
• BSNは、展示会でBSNの活動広報と中小零細企業に対する国家規
格（SNI）の普及活動を実施

インドネシア国
家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

420/indust

ri-dan-

umkm-

penerap-

sni-

ramaikan-

ritech-

expo-

2019-di-

bali
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 提案された
次世代ビデ
オコーデック
規格：
MPEG 

Video 

Coding for 

Machines 

(VCM)

8月20日 米Gyrfalcon Technologyと中China Telecomは、次世代ビデオ
コーデック"Video Coding for Machines" （VCM）をMPEGへ提案

 次世代VCM特徴：
• マシンビジョンの圧縮コーディングと、ヒューマンマシンハイブリッド
ビジョンの圧縮を提供

 関連標準化動向：
• 米Gyrfalcon Technologyと中China Telecomは、VCM アドホック
グループを設立し、VCM規格を急速に推進する他チップを開発。
IoTにおける使用の拡大を期待

PR Newswire https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/n

ext-

generation

-video-

codec-

standard-

proposed-

mpeg-

video-

coding-for-

machines-

vcm-

30090406

1 html

3-O2 ビッグデー
タが小規模
農家の生産
性をどのよ
うに高めて
いるか

8月27日 国連食糧農業機関（FAO）と国際電気通信連合（ITU）は、小規模農家の
ビッグデータ・IoT活用におけるレポート「E-agriculture in Action」を
発行

 小規模農家の定義：
• 2ヘクタール未満の土地の所有権を持つ、世界中の約5億7000万の
農家（全体数の約40％）

 レポート要旨：
• 小規模農家が近年デジタル農業を取り入れ課題解決を企図

（例：バリューチェーン内のプロセスの監視、畑や遠隔地の分析、
収穫量予測など）

• 生産性の向上だけでなく、多くのデータを収集することで不法労働の
発見や児童労働の摘発に繋がった事例も存在

• 一方で世界の農業サプライチェーンは非常に細分化されたままである
ため、今後はビッグデータ技術の標準化と相互運用性が重要

• ITUはサイバーセキュリティ、IoTテクノロジーの標準化に関する研究
グループ13、17、20の活動を通じて標準化をサポートする役割を担当

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/ho

w-big-

data-is-

boosting-

productivit

y-for-

smallholde

r-farmers/
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スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（10/10）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E1 VDEは政治
家と討議：
ドイツにおけ
る電気自動
車の成功は、
持続可能な
標準化と
バッテリー
の適合性が
カギ

8月2日 VDEは、ドイツでの電気自動車用バッテリーセルの製造に関し、
ポジションペーパー「Batteriezellfertigung für die Elektromobilität in 

Deutschland」を発行、政治家と対話
 現在、ドイツの自動車メーカーはバッテリーシステムの相互互換性の問題を抱え
ており、VDEは、バッテリーセル／フォーマットの標準化が1つの解決策になると
主張

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde com

/de/arbeitsf

elder/politi

k/politik-

news/vde-

politikgesp

raeche-

elektromo

bilitaet

ドイツ 4-E2 規格により
E-scooterを
安全に

8月2日 VDEは、E-scoterの規格策定に関し、DKE/K 354 

Elektrokleinstfahrzeugeにて作業を実施
 DKE/K 354概要：

• IEC / TC 125 Personal e-Transporters (PeTs)のミラー組織として
設立

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE) 

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/normen

-machen-

e-scooter-

sicherer 

ノル
ウェー

4-E3 オスロ、
2030年まで
にCO2を
95%削減。
EV推進、
交通量削減、
CCS活用等

8月10日 オスロ政府は、2030年までに二酸化炭素排出量を2009年比95%削減
すると発表（8月9日）

 CO2削減施策に関する要旨：
• 市内の全自動車を、電気自動車（EV）や燃料電池車（FCV）等のゼ
ロ・エミッション車へ切り替え

• 公共交通機関を整備し、市内の交通量を2015年比で3分の2に削減
• 市内のごみ発電所にも炭素回収・貯蔵（CCS）設備を導入

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/08/14/oslo

-co2-

reduction/

41559

1326

【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/4)

モビリティ分野関連記事詳細（1/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.vde.com/de/arbeitsfelder/politik/politik-news/vde-politikgespraeche-elektromobilitaet
https://www.dke.de/de/news/2019/normen-machen-e-scooter-sicherer
https://sustainablejapan.jp/2019/08/14/oslo-co2-reduction/41559


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

ドイツ 4-E4 ドイツとイン
ドは協力を
拡大し、
標準化に
関する将来
的なトピック
について
交流

8月13日 連邦経済エネルギー省（BMWi）、DIN、DKEはインドとの自動車分野等
での協力強化のためにニューデリーを訪問（7月9～12日）

 背景：
• BMWiとthe Indian Ministry of Consumer Protection, Food and 

Public Administration (MoCAF & PD)間のglobal project Quality 

Infrastructure (GPQI) WGの一環として訪問
 訪問時実施事項：

• VDEの印カウンターパートであるIEEMAの代表者と議論し、
LOI（意向表明書）等を通じた協力強化に関し検討

• 電気自動車に関し、専門家ワークショップを開催
• インドは二輪及び三輪の電気自動車に焦点を当て、印規制当局や
独標準化専門家とのより的を絞った技術交流の必要性を確認

• 初の二カ国の標準化フォーラムでは、パートナーシップ協定の締結等
を通じ、国際レベルでの協力強化を確認

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke.de/d

e/news/20

19/ausbau

-deutsch-

indische-

kooperatio

n-normung

英国 4-E5 建設業に携
わるドロー
ンオペレー
ター向けの
英国初の新
トレーニング
基準を開始

8月20日 Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)は、
英国初のドローンオペレーター向けのトレーニングコースを開始

 トレーニング概要：
• 運用上の危険がある建設現場で、安全にドローンを運用するために
必要な知識とスキルを持ったドローンオペレーターの育成を目的とし
た英国初の標準トレーニングコース

Building 

Products

https://buil

dingprodu

cts.co uk/u

ks-first-

new-

training-

standard-

drone-

operators-

working-

constructio
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欧州 4-E6 IPV6に関す
るETSIグ
ループは、
V2X及び
セキュリティ
に関する
レポートの
リリースを
延長

8月23日 ETSIのインターネットプロトコルIPv6に関するIndustry Specification 

Group(ISG IP6)は、IPv6に関するレポート完成について、2020年12月
までの延長を決定
 ISG IP6は、IPv6ベースの車両ネットワーキングに関するレポート及び、IPv6
セキュリティ、サイバーセキュリティ、プライバシーに関するレポートを作成中

 背景：
• IoTによる接続デバイスの増加により、次世代プロトコルIPv6の普及
が拡大

• ISG IP6は、既にIPv6に関する7つのレポートを発行済

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi.org/

newsroom/

news/1636

-2019-08-

23-etsi-s-

group-on-

ipv6-

extended-

to-release-

v2x-and-

security-

reports

ドイツ 4-E7 ドイツと陸上
輸送、交通
安全に関す
る2つの
意思表明に
署名

8月27日 ドイツと台湾は、陸上輸送及び交通安全分野の協力に関して、
2つの共同宣言を締結（8月26日）

 署名者：
• ドイツ：Sabrina Schmidt-Koschella氏（Acting Director-General, 

German Institute Taipei）
• 台湾：Shieh Jhy-wey氏（Representative to Germany, Ministry of 

Transportation and Communications）
 宣言概要：

• 陸上輸送に関する宣言：
• 自動運転車、自動車の技術検査、交通及び道路設計、高度道路
交通システム（ITS）、鉄道の政策及び標準、道路インフラ政策、
鉄道の自己管理、トンネル整備等の分野において、政策や規制に
関する情報交換を実施
• 特に、自動運転車に関しては政策、規制、標準、テスト、保険
要件、事故調査及び報告要件、訴訟、データ、プライバシー等
の分野で協力

• 交通安全に関する宣言：
• 交通事故の原因や予防、高齢の道路利用者の増加に起因する
課題等の分野において、意見交換や調査を実施

Taipei Times http://www.

taipeitimes

com/News

/taiwan/arc

hives/2019

/08/27/200

3721214
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ドイツ
（国際）

4-E8 ヨーロッパ
への空飛ぶ
タクシー

8月27日 ドイツの企業が、欧州航空安全庁（EASA）が制定した安全基準（SC-

VTOL）に準拠したエアタクシーを開発
 開発状況：

• 開発された２人乗り自己飛行型タクシーは安全基準（SC-VTOL）の
認定要件を満たしているため、法律上は欧州の上空でタクシー営業を
開始できる状況

• 但し、離着陸に関連する全ての電子部品においてIECが定めた国際
安全規格に準拠している必要があり、確認を実施中

• 現在作成中の規格においても例外ではないため、定期的な安全規格
への適合状況の見直しが必要
（例:IEC/TC 97は飛行場の照明とビーコンの電気整備に関する標準
規格を作成中）

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

iec.ch/201

9/08/flying-

taxis-for-

europe/
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米国 4-U1 連邦海事局
は、自動輸
送の機会、
課題、影響
に関する情
報を募集

8月5日 米国運輸省海事局（MARAD）は、港湾上及びその周辺における自動輸
送の安全実施に有用な調査を収集するため、情報要求（RFI）を発行
 MARADは潜在的な研究プロジェクトへの情報提供を目的とし、港湾環境での自
動輸送の安全効果、機会、課題、影響に関連する様々な問題に関するフィード
バックを募集

 ANSIはRFIについて2019年9月3日までに対応することをメンバーに推奨
 RFI背景：

• 自動車両、列車、船舶、インフラストラクチャ及び機器の自動化に伴い、
港を含む輸送システムへ自動化の導入が発達

• 港では、船舶、鉄道、自動車運搬船等の様々な輸送モードが交差し、
グローバルサプライチェーンの貨物輸送ハブが形成

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

7291431d-

99f6-44b5-

9164-

bf9fa9b9d

7d4

米国 4-U2 IEEEとトヨタ
が環境及び
安全技術の
イノベーティ
ブ賞の画期
的な成果を
認める

8月7日 IEEEとトヨタは、環境及び安全技術賞のためのIEEEメダル授与について
2030年まで貢献することを発表
 トヨタは、IEEE Foundation Awards Fundへ2回目となる 300,000米ドルの
寄付を実施

 この寄付により少なくとも2030年まで環境及び安全技術賞のための
IEEEメダルの授与が可能に

 環境及び安全技術のイノベーティブ賞概要：
• 2008年、トヨタ自動車とIEEEが共同で設立
• 環境及び/または公共の安全性を向上させる技術の応用における世
界的な傑出した業績を認めた機関に対し授与

• パワーエレクトロニクス、インテリジェント輸送システム、無線通信、セ
ンサーネットワーク制御、制御及び自動化、コンピューティング、信号
処理等、幅広い分野を対象

IEEE https://ww

w.ieee org/

about/new

s/2019/iee

e-and-

toyota-

recognize-

groundbre

aking-

achieveme

nts.html

1330

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/6)

モビリティ分野関連記事詳細（5/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=7291431d-99f6-44b5-9164-bf9fa9b9d7d4
https://www.ieee.org/about/news/2019/ieee-and-toyota-recognize-groundbreaking-achievements.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U3 The 

Automated 

Vehicle 

Safety 

Consortium 

(AVSC) が
成長コン
ソーシアム
の最初の新
メンバーとし
てUber 

ATGを歓迎

8月13日 Uber Advanced Technologies Group （Uber ATG）がSAE 

International、Ford、GM、トヨタに加わり、自律技術の広範な展開の
ための安全フレームワークを開発
 Uber ATGはＴhe Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC)への参加を
発表

 AVSC概要：
• 自律走行車（AV）技術が責任を持って進化できる最良の安全対策開
発に協力するコンソーシアム

 Uber ATG概要：
• 安全で信頼性の高い自動運転輸送技術を開発し、より安全な道路、
より手頃なコストによる輸送を実現することを目的に設立

• 自動運転車のテストと開発のための安全アプローチに関するオープン
な対話を実施

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/08/autom

ated-

vehicle-

safety-

consortium

-

welcomes-

uber-atg-

as-first-

new-

member-

in-

growing-

consortium
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米国 4-U4 Velodyneと
自動車研究
センターが
最新のモビ
リティテスト
と標準化の
ための国際
提携に参加

8月15日 自動車研究センター（CAR）及びVelodyne Lidar、Inc.は、
International Alliance for Mobility Testing & Standardization
（IAMTS）に参加

 Velodyne Lidar、Inc.概要：
• 自動運転において「目」の役割を担う重要なセンサーの一つである

LiDAR（ライダー）の開発を行う米国企業
 自動車研究センター概要：

• 名称：Center for Automotive Research 

• 自動車産業に関して研究、傾向予測、新規方法論の開発、公共政策
について助言を行う米国の研究機関

 IAMTS概要：
• 高度なモビリティシステムとサービスのテスト、標準化、及び認証に
おけるステークホルダのグローバルな会員制のアライアンス

• 世界中のスマートアドバンスドモビリティテストベッドを統合するために、
製造業者及びサービスとしてのモビリティ（MaaS）企業にベストプラク
ティスと手順、監査可能な物理的・仮想的テスト環境の包括的なポー
トフォリオを提供

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/08/velody

ne-and-

the-center-

for-

automotive

-research-

latest-to-

the-

internation

al-alliance-

for-

mobility-

testing--

standardiz

ation-iamts
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米国 4-U5 ULは、4R 

Energyに対
し再利用EV
バッテリー
の世界初の
認証を発行

8月19日 ULは4R Energy Corporationが、バッテリー再利用の評価基準である
UL 1974の認定を受けた世界初の組織となったことを発表

 4R Energy Corporation概要：
• エネルギー貯蔵システム用EVバッテリーの効果的な再利用に焦点を
当てた日産自動車と住友商事の合弁会社

 UL 1974概要：
• 名称：Standard for Evaluation for Repurposing Batteries

• 米国及びカナダの二国間規格として公開（2018年10月）
• 電気自動車（EV）及びその他のアプリケーション用に作成された
バッテリーパック、モジュール及びセルの並べ替えとグレード分けの
方法を概説

• バッテリーの状態を識別し、継続使用の実行可能性を判断するため
の評価を記載

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

issues-

world%27s

-first-

certificatio

n-

repurpose

d-ev-

batteries-

4r-energy

米国 4-U6 トランプ大統
領は、走行
距離規則が
車をより安
全にすると
主張。
彼のEPA案
による多く
の人々へ
の悪影響を
懸念

8月21日 トランプ大統領は、自動車及び軽トラックの燃費基準の規制緩和に対する
批判について反論

 反論内容：
• 燃費基準の緩和により、自動車価格の引き下げ及び安全性向上に
つながるとともに、環境への影響はないことを主張

 自動車メーカー動向：
• Volkswagen、BMW、Ford、ホンダは、トランプ政権の提案より厳格な
走行距離規則を定めるカリフォルニア州と契約締結

• メルセデス・ベンツについても、カリフォルニア州と契約締結を準備中
• ホワイトハウスは、トヨタ、フィアット・クライスラー、ゼネラルモーターズ
を招集し、政府の政策支持を要求

Vox https://ww

w.vox.com

/2019/8/21

/20826601

/trump-

auto-

company-

fuel-

economy-

california
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米国 4-U7 FirstNet 

Authorityは、
公共安全通
信を変革す
るための
ロードマップ
を発行

8月22日 FirstNet Responder Network Authorityは、今後5年間のモバイルブ
ロードバンド通信に関する公安の運用上のニーズと技術動向の概要を提
供するロードマップをリリース

 FirstNet Responder Network Authority概要：
• 米National Telecommunications and Information Administration内
の独立機関

 背景：
• 米国議会からの、公共安全コミュニティのニーズを満たす全国的な
モバイルブロードバンドネットワークの開発、構築、保守の呼びかけに
応じ、策定

 ロードマップ概要：
• 今後5年間のモバイルブロードバンド通信に関する公安の運用上の
ニーズと技術動向を規定

• 業界と協力し、人員、資産、脅威、および危険に関する情報を収集、
合成、分析、共有する規格、デバイス、テクノロジー及びシステムの
開発並びに業務の改善を実施するといった内容を規定

• ミッションクリティカルプッシュツートーク（MCPTT）とディスパッチの
向上に焦点を当てた3GPPおよびその他関連規格の開発における
優先順位が記載

• 3GPPに関する技術仕様やレポートの作成にあたり、ANSIメンバーで
あるAlliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS)も
参加

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

83bfff36-

77cd-

4949-

b27a-

208b5482

021f
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https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=83bfff36-77cd-4949-b27a-208b5482021f
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米国 4-U8 電力会社が
革新的な
インフラスト
ラクチャを
実証

8月5日 Edison Electric Institute、GridWise Alliance、NEMAは、Grid 

Congress and Infrastructure Expoを開催（＠ワシントンD.C）
 Expo展示内容：

• 電気自動車、分散型エネルギー管理、サイバーセキュリティ、高度計
量、及びストームハーディングを含む幅広い最新のエネルギー技術

 Expo参加企業：
• ABB、CenterPoint Energy、Duke Energy、Eaton、Hitachi、Itron、

Landis + Gyr、Qubitekk、National Grid、Pepco、Rappahannock 

Electric Cooperative、Siemens、Southern California Edison、等
 Edison Electric Institute （EEI）概要：

• 1933年に設立された米国の電気会社の協会
 GridWise Alliance概要：

• 2003年に設立された、米国の協会
• 環境及び経済性に優れた先進的なスマートグリッド・ソリューションの
普及を促進し、関係者間での効果的な協力関係の構築を推進

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://blog

.nema org/

2019/08/0

5/electric-

companies

-

demonstra

te-

innovative-

infrastructu

re/

米国 4-U9 Smart 

Cities 

Conference
：5G 

Network 

Technologi

es, 

Application

s, and 

Standards
への登録

8月26日 ANSIは、Smart Cities Conference: 5G Network Technologies, 

Applications, and Standardsへの登録を呼びかけ
（9月5～6日@バンガロール、インド）

 会議概要：
• 技術と標準化の専門家が集結し、標準が技術革新をより効率的かつ
安全にサポートする方法を議論予定

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

a881c7f5-

e5c3-

4817-9f18-

f6bfd1aed

e44
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モビリティ分野関連記事詳細（10/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://blog.nema.org/2019/08/05/electric-companies-demonstrate-innovative-infrastructure/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=a881c7f5-e5c3-4817-9f18-f6bfd1aede44
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モビリ
ティ

中国 4-C1 「スマートセ
ンサースペ
クトルシステ
ム及び開発
戦略ホワイ
トペーパー」
を発行

8月2日 「スマートセンサースペクトルシステム及び開発戦略ホワイトペーパー」を
発行

 編集者：
• 産業情報技術部電子情報部及び中国電子技術標準化協会

 ホワイトペーパー概要：
• 中国のスマートセンサー技術、アプリケーション及び産業チェーンの詳
細な研究と概要に基づき家庭用電化製品、自動車用電子機器、産業
用制御、医療用電子機器などの分野における国内外のスマートセン
サーの分野の最新の開発について報告し、中国のスマートセンサー
開発の課題と将来の開発方向について議論

• スマートセンサーの開発戦略の推奨事項を提案し、スマートセンサー
産業と産業発展のための意思決定の基準と基盤を提供

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5415

.html

4-C2 Yu Kai中国
自動車技術
研究セン
ター長が
Shan 

Zefeng天津

滨海ハイテ
クゾーン管
理委員会会
長らの訪問
を歓迎

8月2日 Shan Zefeng天津滨海ハイテクゾーン管理委員会会長らが、Yu Kai中
国自動車技術研究センター長を訪問（8月2日）

 参加者：
• Li Zanfeng天津滨海ハイテクゾーン管理委員会副主任技術者、中
国自動車技術研究センター運用部門、試験認証部門、計画設計
研究所関係者

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90802/290

93.html
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モビリティ分野関連記事詳細（11/39）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201908/5415.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190802/29093.html
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中国 4-C3 中国電子技
術標準化研
究院が
JTC1 / WG 

11スマート
シティワー
キンググ
ループの第
8回全体会
議に参加

8月5日 ISO / IEC JTC1 / WG11スマートシティワーキンググループの第8回全体
会議が開催（7月15日~19日＠ロンドン）

 実施概要：
• CD投票を通過した中国主導のISO / IEC 30145-2「情報技術スマート
シティICTリファレンスフレームワークパート2：ナレッジマネジメントフ
レームワーク」の投票内容について議論

• 国際提案ISO / IEC NP 24039「情報技術スマートシティデジタルプ
ラットフォーム」の研究背景、範囲及び枠組みを議論

• JTC 1 / WG 11とIEC / SyCスマートシティの合同会議においてスマー
トシティの国際標準プロジェクトと潜在的な協力プロジェクトについて
議論。参照フレームワーク、オントロジー、ユースケースについて予備
合意

• 会期中、BSIが国際スマートシティオープンフォーラムを開催。ISO / 

IEC JTC1 / WG11のコンビーナのQian Heng山東省科学アカデミー
新世代情報技術標準化研究所学部長が「スマートシティのデジタル標
準化とスマートシティとの関係」について基調講演

 参加者：
• 中国、カナダ、オーストラリア、イギリス、日本、イタリア、フィンランド、
アメリカ、ブルガリア、及びISO / TC 204、ISO / TC 211、JTC 1 / SC 

24、JTC 1 / SC 27、IEC / SyC、smartcity の加盟国都市やSBSなど
のリエゾン組織より計26人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5419

.html
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モビリティテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201908/5419.html
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中国 4-C4 国立新エネ
ルギー車品
質監督検査
センターが
正式に資格
証明書を
取得

8月6日 国家認証認定管理委員会が「国家新エネルギー車両品質監督検査セン
ター」に資格認定証明書を発行（7月26日）
 中国自動車研究自動車検査センター（武漢）有限公司が国家新エネルギー車品
質監督検査センターの建設申請を提出しており、証明書取得後、建設作業が開
始可能

 国家新エネルギー車両品質監督検査センター概要：
• 中国の新エネルギー車及び部品の分野で最高品質のモニタリング
及び検査を実施し、産業技術革新の開発を促進し、地方の新エネル
ギー開発を促進するため設立予定

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90806/291

25.html

4-C5 Yu Kai中国
自動車技術
研究セン
ター長がトヨ
タ自動車
（中国）投資
有限公司会
長の訪問を
歓迎

8月8日 トヨタ自動車（中国）投資有限公司の上田会長、前川社長らが、Yu Kai中
国自動車技術研究センター長を訪問（8月8日）

 参加者：
• Li Wei中国自動車産業センター副所長、開発運用部門、標準化部門、
試験認証部門、情報部門、自動車工学研究部門及びデータリソース
センターの各部門長

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90808/291

40.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190806/29125.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190808/29140.html
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中国 4-C6 自動車産業
規格「電気
自動車用絶
縁ゲートバ
イポーラトラ
ンジスタ
（IGBT）モ
ジュールの
環境試験要
件と試験方
法」に関す
るコメントを
募集

8月8日 電気自動車小委員会が策定した自動車産業規格QC/T XXXX 「電気自
動車用絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）モジュールの環境試験
要件と試験方法」に関するコメントを募集（9月17日まで）

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1423

.html

4-C7 Ehangが
広州で自律
垂直離着陸
機（eVTOL）
テストプログ
ラムを開始

8月8日 中国のeVTOL航空機開発会社Ehangが、広州で「都市航空モビリティパ
イロット都市」事業を開始

 Ehang概要：
• Ehangは、中国民間航空局（CAAC）と共同で、安全規制や市場参入
条件等の自律運転規制の枠組みを開発中

• 広州政府と協力して、自律運転の運用を管理できるコマンドアンドコン
トロールセンターを開発予定

• DHL及びYonghuiとの軽貨物輸送における自律運転の試験運用をす
でに実施済

AIN https://ww

w.ainonlin

e com/avia

tion-

news/busi

ness-

aviation/20

19-08-

08/ehang-

starts-

autonomo

us-evtol-

test-

program-

guangzho

u
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/20)

モビリティ分野関連記事詳細（14/39）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 情報収集時（8月31日）のURLを記載

http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1423.html
https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2019-08-08/ehang-starts-autonomous-evtol-test-program-guangzhou
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中国 4-C8 「道路車両
の複雑な電
磁環境に対
する複雑な
要件と試験
方法」等2つ
の中国自動
車工学協会
規格
（CSAE）に
関する専門
家セミナー
が天津で
開催

8月9日 中国自動車工学協会規格（CSAE）が「道路車両の複雑な電磁環境の複
雑な要件と試験方法」、「燃料電池エンジンの電磁適合性の試験方法」に
関する専門家セミナーを開催（8月7日＠天津）

 開催概要：
• 会議では、中国自動車技術協会の自動車試験技術部門の専門家が、

2つのCSAE団体規格の基本的な状況を包括的に紹介
• BYD、BAIC、及びBrilliance Autoの専門家の代表者が、規格で指定
された試験方法、評価内容、及び主要な技術指標について十分な議
論を行い、実務経験に基づいて提案を実施

• 会議後、規格ワーキンググループが、各ユニットの専門家の代表者か
らのフィードバックに従い、規格を修正

 参加者：
• 国内外の自動車OEM、試験機関、電磁適合性サービス組織、機器サ
プライヤーから20人以上

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90809/291

70.html

4-C9 Li Wei中国
自動車産業
センター副
所長がLiu 

Xiaohong
中国国家適
合性認定
サービス
（CNAS）副
所長の訪問
を歓迎

8月12日 Liu Xiaohong中国国家適合性認定サービス（CNAS）副所長らが、Li 

Wei中国自動車産業センター副所長を訪問（8月6日）
 参加者：

• 中国自動車産業センター試験認証部門

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90812/292

14.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190809/29170.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190812/29214.html
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中国 4-C10 Yu Kai中国
自動車技術
研究セン
ター長がLi 

Lizhong奇
瑞汽車有限
公司副社長
の訪問を
歓迎

8月12日 Li Lizhong奇瑞汽車有限公司副社長が、Yu Kai中国自動車技術研究セ
ンター長を訪問（8月9日）

 参加者：
• Li Wei,奇瑞汽車有限公司開発運用部長、中国自動車技術研究セン
ター標準化部門、試験認証部門、自動車工学研究部門及びデータリ
ソースセンターの各部門長

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90812/292

19.html

4-C11 Xu Defeng
中国認証認
定協会
（CCAA）副
会長が天津
華城認証有
限公司を
訪問

8月12日 Xu Defeng中国認証認定協会（CCAA）副会長が中国自動車工業試験・
認証部門の天津華城認証有限公司を訪問（8月8日）

 訪問概要：
• Xu Defeng中国認証認定協会会長が中国認証認定協会の現状、認
証業界の既存の問題、協会の今後の予定について説明

 参加者：
• Wang Tie天津華城認証有限公司社長、Li Jinfeng副社長、Liu 

Yunxiaチーフエンジニア

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90812/292

20.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190812/29219.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190812/29220.html
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中国 4-C12 オートバイ
及び原付の
燃料消費制
限及び測定
方法に関す
る10の国家
規格と1つ
の国家規格
改訂を承認

8月12日 国家市場管理局が、「オートバイと原付の燃料消費制限と測定方法」など、
10の国家規格と1つの国家規格の改訂を承認

 車両関連分野において承認された国家規格（抜粋）：
• GB 15744-2019「オートバイと原付の燃料消費制限と測定方法」

 車両関連分野において改訂された国家規格（抜粋）：
• GB 7258-2017「 自動車運転安全技術条件（第1改訂）」

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1425

.html

4-C13 中国代表団
は、国際電
気標準会議
の将来の持
続可能な輸
送システム
評価ワーキ
ンググルー
プ（IEC / 

SEG11 ）に
参加

8月14日 国際電気標準会議の将来の持続可能な輸送システム評価ワーキンググ
ループ（IEC / SEG11 ）の最初の会議が開催（7月9日~10 日＠フランクフ
ルト）

 実施概要：
• 中国、ドイツ、日本、イタリアの専門家が各国における持続可能な輸
送の将来の開発動向を紹介し、将来適用可能性な新技術と製品を提
案

• ワーキンググループの研究報告書の予備的な概要フレームワークが
提案され、ワーキンググループのフォローアップ作業のための基盤を
構築

• 2年間かけて陸、海、空の輸送をテーマとして議論することが決定
 今後の予定：

• 特定の輸送やインフラストラクチャなどのケース分析と高度な技術研
究に関して技術研究レポートを作成し、IECに提出予定

 参加者：
• IEC 事務局、中国、日本、ドイツ、イタリアから15人

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1427.ht

ml
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C14 国連GTR 

13-II非公式
作業グルー
プの第6回
会議が天津
で開催

8月14日 第6回国連グローバル技術規制 13フェーズII非公式ワーキンググループ
（IWG）が開催（6月18日~20日）

 実施概要：
• 車両カテゴリ、TPRD、サイクル試験、水素の漏れ、不均一水素貯蔵
など、水素燃料電池車の世界的な技術規制の第2段階に含まれる主
な技術的問題について議論

• 各国の専門家が、材料適合性試験方法、HG-SCC試験方法の必要
性、初期破裂圧力要件、及び燃焼試験の詳細について議論

 今後の予定：
• 水素燃料電池車の世界的な技術規制の第2段階は2020年に起草さ
れ、自動車基準調和世界フォーラムに提出される予定

• 第7回GTR 13-II会議は11月にドイツのシュトゥットガルトで開催予定
 参加者：

• 自動車基準調和世界フォーラム（WP29）加盟国、欧州委員会（EU）、
国際標準化機構（ISO）及び世界の主要な自動車研究機関、車両及
び車両部品企業の専門家60人以上

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1428.ht

ml
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C15 ISO車両動
力学と
シャーシコン
ポーネント
小委員会
（ISO / 

TC22 / 

SC33）の全
体会議及び
関連会議が
中国・天津
で開催

8月14日 ISO車両動力学及びシャーシコンポーネント小委員会（ISO / TC22 / 

SC33）の2019年全体会議及び関連会議が開催（7月1日~5日＠天津）
 実施概要：

• シミュレーションワーキンググループ（ISO / TC22 / SC33 / WG11）
では主にISO 11010-1「乗用車-シミュレーションモデル分類-パート1：
車両動力学操縦」ついて議論、高度な運転支援と自動運転機能シミュ
レーションの内容を既存のシミュレーションモデル基づいて追加

• 自動運転テストシナリオワーキンググループの第5回会議（ISO / 

TC22 / SC33 / WG9）では、5つの自動操縦試験シナリオの標準項目
の名前、範囲、リード起草国、起案者、及び全体的なプロモーション計
画について明確化

• 車両動力学及びシャーシコンポーネントに関する技術委員会（ISO / 

TC22 / SC33 ）では、WG 2（乗用車の車両動力学）、WG 3（ブレーキ
システムの機能とコンポーネント）、WG5（車輪）、 6（大型商用車及び
バスの車両ダイナミクス）、WG9（自動運転車のテストシナリオ）、
WG10（ブレーキライニング及び摩擦カップル）、WG11（シミュレーショ
ン）、WG 14（ブレーキ液）、WG 16（アクティブ安全試験装置）に関す
るプロジェクトの進捗が報告
・WG9がISOやASAM（自動化システムと測定システムの国際標準化
団体）などのSOTIF（意図された機能の安全性）及びオープン標準と
情報共有メカニズムを確立することを推奨

 参加者：
• 中国、日本、ドイツ、米国、英国、フランス、フィンランド、スペイン、オラ
ンダ、韓国、イタリア、等加盟国から30人以上の専門家とオブザー
バー

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C16 自動車風洞
試験及び応
用規格研究
ワーキング
グループの
第5回ワー
キングミー
ティングが
無錫で開催

8月14日 自動車風洞試験及び応用規格研究ワーキンググループの第5回作業会
議が開催（6月26日＠無錫）

 概要：
• 規格起草ユニットの代表が、「車両空気力学用語と定義」、「道路車両

-横風感受性-ファン入力開ループ試験方法」、「自動車空気力学風洞
試験方法」、「自動車風雑音試験法」4つの規格の策定状況を紹介、
参加者が既存の規格案と改訂案について議論

• 策定計画に問題があるため、ワーキンググループのメンバーは、改訂
案のフォローアップ調査を実施

 参加者：
• 自動車メーカー、試験機関、大学、関連規格起草ユニットから30人以
上の専門家

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C17 道路車両機
能安全基準
の研究開発
に関する
ワーキング
グループの
第12回会議
が包頭で
開催

8月14日 道路車両機能安全基準の研究開発に関するワーキンググループの第12
回会議が開催（6月26日~27日＠包頭）

 概要：
• 下記ドラフトの確認及びフィードバック

• 国家規格GB / T 「電気自動車のバッテリー管理システムの安全要
件と試験方法」

• 国家規格GB / T 「助手席システムの機能安全要件と試験方法」
GB 17675 付録の「自動車用ステアリングシステムの基本的な要
件」

• GB / Z- 「道路車両は、電気及び電子システムASIL レベル決定の
ガイドライン」

• 事前研究ケース「道路車両機能安全プロセス開発及び評価システ
ム」

• ISO 21448 「道路車両-意図した機能の安全性」（SOTIF）「道路車
両の作業部会の安全性」作業部会草案及び中国提案

• 国家標準ガイド技術文書GB / Z 「道路車両の電気及び電子システ
ムのASIL レベル決定のガイドライン」

• 「電気自動車の駆動用モータシステムの機能的安全要件及び試験方
法」標準予備研究の状況確認

• GB / T 規格事前研究ブリーフィング、「機能安全監査及び評価方法
道路車両」ISO 26262 -2の初版との違い、GB / T 34590「ロードビー
クル機能安全」第2版研究前のブリーフィングについて議論

• 参加者らは、今後新たな自動車技術の開発を十分に検討し、標準化
をリードしていくことを表明

 参加者：
• 国内外の71の自動車メーカー、部品サプライヤー、カーエレクトロニク
スのソフトウェア及びハードウェア開発会社、試験機関、研究機関から
103名

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C18 第17回商用
車規格研究
ワーキング
グループが
大連で開催

8月14日 第17回商用車規格研究ワーキンググループが開催（7月4 日＠大連）
 実施概要：

• 事務局が「自動車のパンク緊急安全装置の技術要件と試験方法」と
「車軸負荷監視システムの技術要件」の2つの規格起草グループ会議
の状況を報告、「小麦粉貨物車シリーズスペクトル」に関するコメント
の募集を発表

• 5つの規格ドラフトを紹介（以下、対象規格の概要）
・「緊急安全装置の性能要件及びフラットタイヤ試験方法」
・「RO-RO設備のレイアウトと固定一般的な要件」
・「カートレインシリーズスペクトル」
・「車軸負荷監視システムの技術要件」
・「エアサスペンション弾性効果の評価方法」

• GB 1589-2016の実装における問題を収集し、分析
• 事務局が「自動車用空気圧バースト緊急安全装置の性能要件と試験
方法」と「フロントカーゴシリーズスペクトル」の規格の改善案及びレ
ビューの準備を要請

 参加者：
• 中国自動車技術研究センター、中国品質認証センター、国内外の自
動車商用車製造企業、試験機関、部品サプライヤー、関連規格起草
ユニットから40人以上

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1
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国
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C19 電気自動車
標準作業
グループの
2019年第2
回会議が
銀川で開催

8月14日 電気自動車標準作業グループの2019年第2回会議が開催
（7月11日＠銀川）

 実施概要：
• Liu Guibin規格協会の副チーフエンジニアが、中国初の電気自動車
の国家必須規格「電気自動車の安全要件」、「電気自動車の電源バッ
テリーの安全要件」、「電気バスの安全要件」がまもなくリリースされる
ことを報告

• 事務局が、GB / T 19753、GB / T32694、GB / T 18386.1第2版主な
改訂ドラフト及び GB/T 19754 とGB/T 18386.2の作業進捗について
報告

 今後の予定：
• 第3回会議を9月の後半に開催する予定

 参加者：
• 電気自動車メーカー、バッテリー会社、試験機関等80以上の機関から

100人以上

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1425

.html

4-C20 「バイオガス
用語」及び
「車両用バ
イオガス」の
2つの国家
規格草案に
関するコメン
トを募集

8月15日 「バイオガス用語」及び「車両用バイオガス」の2つの国家規格のドラフトに
関するコメントを募集（10月10日まで）

 コメント対象の規格（案）：
• 国家規格「バイオガス用語」（20173636-T-303）
• 「車両用バイオガス」（20173914-T-303）

 規格策定者：
• 清華大学、中国標準化研究院、中関村紫能バイオマスガス産業アラ
イアンス等が共同で策定

中国標準化研
究院（CNIS）
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catarc org.
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モビリ
ティ

中国 4-C21 中国は自動
運転車をテ
ストするた
めに山道を
使用

8月19日 中国は自動運転技術において米国に対抗するため、コネクテッド自動運
転車テストのために山東省東部の山岳地帯の高速道路をテスト専用道路
として使用
 中国は2020年までに家庭用に販売される新車の半数をスマートカーとすることを
目標として掲示

 テスト内容：
• 気象監視や車両と通信可能な交通標識に加え、道路センサー、レー
ザー及びマイクロ波レーダー、パノラマビデオ監視等の機器を高速道
路にて26kmに渡りテストを実施

 今後の予定：
• 2023年までに無人車両のテスト及び研究開発センター、またインキュ
ベーターを設立予定

• 今後5年間でスマートインフラストラクチャ、新エネルギー自動運転、
物流、観光を含む革新的ビジネスモデルの統合を目標

• 自動運転車両やスマート交通における関係規格策定への情報提供も
実施予定

South China 

Morning Post

https://ww

w.scmp.co

m/tech/arti

cle/302336

2/china-

dedicates-

mountain-

highway-

test-self-

driving-

cars

4-C22 CNISと鞍山
市政府は戦
略的協力協
定を締結

8月21日 CNISと鞍山市が新興分野における研究開発強化に関する戦略的協力協
定に署名(8月15日)

 戦略的協力協定内容：
• 新興分野（スマートマニュファクチャリングとグリーンマニュファクチャリ
ング、ネットワークセキュリティ、エンタープライズクラウド、スマートシ
ティ）において協力

• 主要な技術研究開発を強化し、出発点として標準を使用した新規産
業開発モデルを作成

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5513

.html
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国

参照#
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C23 IEC / 

TC125の議
長に選出さ
れた中国の
専門家

8月21日 IECは中国の吴小东氏がIEC/TC125(Personal e-Transporters)の議長
に選出されたことを発表

 任期：
• 2019年8月から2025年7月まで

 吴小东氏プロフィール：
• 上海電気機器研究院有限公司の副社長、上海電気機器研究院の副
社長及び国家ロボット標準化グループの副部長等を兼任

国家標準化委
員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201908/t2

0190821

343722.ht

m

4-C24 ティアン・シ
ホン、グラハ
ム・スチュ
ワート国際
貿易副大臣
と会談

8月22日 国家市場監督局の副局長であるTian Shihong氏は、英国の国際貿易副
大臣であるGraham Stewart氏とその代表団と会談(8月21日)

 討議事項：
• 会計監査業界と履物業界の標準協力
• 新エネルギー車の標準化協力、等

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1908/t201

90822 30

6200 html

4-C25 「バイオガ
ス」などの3
つの国家標
準に対する
意見募集に
関する通知

8月29日 SAC国家環境保護産業標準化技術委員会(SAC/TC275)が3件の国家規
格草案を作成し、コメントを募集中(9月30日締切)

 意見募集中の規格：
• バイオガス用語(20173636-T-303)

• 車両用バイオガス(20173914-T-303)

• 農業および森林バイオマス材料の保管、保管、輸送に関する一般的
な技術仕様(20173915-T-303）

国家標準化委
員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201908/t2

0190829

343740.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/20)

モビリティ分野関連記事詳細（25/39）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201908/t20190821_343722.htm
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201908/t20190822_306200.html
http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201908/t20190829_343740.htm
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モビリ
ティ

中国 4-C26 中国政府、
メタノール自
動車の製造
能力向上を
促進

8月29日 中国工業情報化部は第13回全国人民代表大会二次会議における第
3775号提案について、メタノール自動車を「自動車メーカーの平均燃料消
費量と新エネルギー自動車のポイント並行管理弁法」の対象とすることを
検討(8月28日)

 検討目的：
• メーカーによるメタノール自動車の製造能力向上を奨励し、メタノール
／ディーゼル二元燃料技術を普及

• メタノール商用車等、多様な車種の製品開発を実施し、市場の需要を
満たす

 関連標準化動向：
• 中国工業情報化部は全国自動車標準規格化委員会へ下記の業界
標準規格策定を指示
・「メタノール燃料エンジン技術条件」
・「メタノール燃料自動車技術条件」
・「ディーゼル／メタノール・デュアルフューエルエンジ技術条件」
・「メタノール自動車エンジン潤滑油」
・「メタノール自動車燃料システム技術条件」
・「メタノール燃料自動車燃料消費量試験方法」 等

Japanese.Chi

na.Org.CN

http://japan

ese.china.

org.cn/busi

ness/txt/20

19-

08/29/cont

ent 75151

192.htm
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/20)

モビリティ分野関連記事詳細（26/39）

モビリティテーマ別情報詳細

http://japanese.china.org.cn/business/txt/2019-08/29/content_75151192.htm
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モビリ
ティ

中国 4-C27 中国の産業
用インター
ネットセキュ
リティシステ
ムは、2020
年末までに
確立

8月30日 産業情報技術省と関連部門は、「産業用インターネットセキュリティ作業の
強化に関する意見書」を共同で発行
 意見書により、2020年末までに産業用インターネットセキュリティシステムが確立
されることを表明

 意見書中の開発案件の実施概要：
• 監督と検査、情報共有と通知、緊急時対応等の産業用インターネット
セキュリティ管理システムの確立を検討

• 企業のセキュリティシステムを構築し、機器、プラットフォーム、データ
の緊急時に必要となる産業用インターネットセキュリティ標準を、少な
くとも20規格策定予定

• 自動車、電子情報、航空宇宙、エネルギーなどの主要分野について
は、革新的且つ実用的な安全製品を少なくとも20件作成予定

• 競争力を持つ多くの産業インターネットセキュリティ企業の育成を予定

WS网经社
http://www.

100ec cn/d

etail--

6525314 h

tml

4-C28 全国自動車
標準化技術
委員会車両
小委員会技
術委員会
2019年次会
議及び規格
審査会議が
西寧で開催

8月26日 全国自動車標準化技術委員会が2019年次総会及び規格審査会議を
開催(8月21日～22日@西寧)

 実施事項
• 全国自動車標準化技術委員会の委員長がスピーチを実施
• 新「標準化法」に基づき、「自動車産業の中長期開発計画」を作成した
ことに言及

 「自動車産業の中長期開発計画」に基づく実施事項：
①標準化分野における政府への質の高いサービスを提供
②グリーンリサイクルエコノミー、インテリジェントマニュファクチャリング
などのフロンティアエリアで標準的な研究開発の実施、また国の自動
車開発戦略を支援

③車両分野規格の国際化を行い、業界へ貢献

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1454.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(17/20)

モビリティ分野関連記事詳細（27/39）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.100ec.cn/detail--6525314.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1454.html
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モビリ
ティ

中国 4-C29 中国電子技
術標準化研
究院が第2
回UAVアプ
リケーション
及び管理技
術開発
フォーラムを
開催

8月1日 新世代情報技術産業標準化フォーラム第2回UAVアプリケーション及び
制御技術開発フォーラムが開催（7月30日＠蘇州）

 実施概要：
• UAV産業の発展に焦点を当て、UAVのアプリケーションとドローン制
御技術に関して議論

• UAV分野の標準化作業をさらに促進するために、重要なUAV産業の
健全な発展のための新しいアイデアと新しい方法を探索

 Hou Jianren産業情報技術省電子情報局副検査官発言要旨：
• 「ドローンのデジタル識別規格の開発を継続し、法律、規制、及び政策
の研究開発を促進する」

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5410

.html

4-C30 中国電子技
術標準化研
究院が、ス
マートシティ
標準化作業
会議2019を
開催

8月2日 中国電子技術標準化研究院（CESI）によりスマートシティ標準化作業会
議2019が開催（7月29日＠蘇州）

 概要：
• テーマ報告会で、中国電子技術標準化研究院情報技術研究センター
のZhang Hongwei氏とPeng Gefei氏が全国情報技術標準化技術委
員会のスマートシティ標準化作業の考え方と、国際及び国内作業の
進捗、及び予備作業について説明
• 説明の中で、スマートシティに関する17の国家規格が発行され、

2019年には5つの新しい国家規格案が提出されたことに言及
 参加者：

• 山東科学院、山東標準研究所、湖北標準研究所、深セン標準研究所
等 75機関から120人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5408

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(18/20)

モビリティ分野関連記事詳細（28/39）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201908/5410.html
http://www.cesi.cn/201908/5408.html
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中国 4-C31 中国電子技
術標準化研
究院が新興
技術駆動車
両ネットワー
ク産業のた
めのイノ
ベーションと
開発フォー
ラムを主催

8月2日 新興技術駆動車両ネットワーク産業のためのイノベーションと開発フォー
ラムを開催（7月30日＠蘇州）

 実施概要：
• CESI IoT研究センターのYang Hong氏が、「車両のインターネット、
技術、標準に関する研究」と題した基調講演を行い、カーネットワーキ
ング業界、標準システムの構築、国内外の標準化の進捗状況を共有

• Li Kai東風汽車公司テクニカルセンターの副チーフエンジニア、Sun 

Hang中国自動車技術研究センター有限公司ディレクター、アリババ
グループのアルタイ部門、Bi Yuanguoノースイースタン大学コン
ピューター研究所教授、Xu Zhigang長安大学情報工学部教授らが、
インテリジェントントネットワークビークルに関して講演

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5395

.html

4-C32 電気自動車
安全基準技
術研修会が
合肥で開催

8月14日 中国自動車産業センター自動車標準化研究所らが電気自動車安全基準
技術研修会を開催（6月20日＠合肥）

 実施概要：
• Wang Xueping中国自動車産業センター自動車標準化研究所副所長、

Liu Guibin副チーフエンジニア、Xu Weiシニアエンジニア、Wang 

Fang中国自動車産業センター副チーフエンジニアやその他の専門家
が、国内及び国際電気自動車の安全基準システム、「電気自動車の
電源バッテリーの安全要件」等3つの必須の国家規格報告書の技術
規定、電気自動車バッテリー管理システムの技術条件、電気自動車
の緊急救助及び車両使用指示、電気自動車の電磁適合性、電気の
充電と交換、外部放電の安全性について説明

 参加者：
• 電気自動車メーカー、部品会社、試験機関、大学、研究機関から200
人以上

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1434.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(19/20)

モビリティ分野関連記事詳細（29/39）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 情報収集時（8月31日）のURLを記載

http://www.cesi.cn/201908/5395.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1434.html
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中国 4-C33 「第2回自動
運転に関す
る日中官民
合同セミ
ナー」を開
催します

8月28日 経済産業省と中国工業信息化部は共催で、「第2回自動運転に関する日
中官民合同セミナー」を開催予定(9月20日@北京(予定))

 開催目的：
• 日本と中国の自動運転分野に関する交流と協力を強化

 講演テーマ：
• 自動運転の実用化に向けた取組
• 自動運転システムの安全性評価手法
• 自動バレーパーキングの実用化に向けた取組など

経済産業省 https://ww

w.meti.go j

p/press/20

19/08/201

90828005/

20190828

005.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(20/20)

モビリティ分野関連記事詳細（30/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828005/20190828005.html
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インド
ネシア

4-A1 インドネシア
は電気自動
車産業を後
押しするイ
ンセンティブ
を計画

8月1日 インドネシアは、電気自動車（EV）生産増加のインセンティブを含む規制
案を策定

 目的：
• インドネシアがEVにおけるハブになるため、2022年からのEV生産開
始と、2025年までの自動車生産全体におけるEVシェア20％の達成を
目指す

 インセンティブ対象者：
• EVメーカー、インフラストラクチャプロバイダー、輸送会社、EVバイ
ヤー

 インセンティブ概要：
• 自動車メーカーに対してはノックダウン・セミノックダウン車の輸入関税
及び生産用の機械・材料の輸入関税を引き下げ

• 一方で、自動車メーカーは2030年までに国内部品の構成を80％に増
やすことが求められ、オートバイメーカーは2026年までの目標達成が
必要

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-

indonesia-

electric/ind

onesia-

plans-

incentives-

to-boost-

electric-

vehicle-

industry-

idUSKCN1

UR4FE

シンガ
ポール

4-A2 PMD安全認
証の期限は
2020年7月
に前倒され、
すべての電
子スクー
ターは必須
の検査を通
過する必要
有

8月5日 パーソナルモビリティデバイス（PMD）安全認証の取得期限を2020年7月
に前倒しすることを発表

 背景：
• 昨年全体で52件であったPMD関連の火災が、今年上半期すでに合
計49件報告されており、そのすべてがUL2272非認証デバイスに起因

• 結果、陸運局PMD関連の火災の最近の続発に対し、2020年末の安
全認証の導入期限を検討していることを発表（2019年7月）

 今後の予定：
• 来年4月から、すべてのeスクーター（新規及び登録済のもの）に検査
を義務付ける予定

• （参考）現在登録されているe-スクーターは90,000あり、そのうち
UL2272認定を受けていると考えられるのは10％のみ

channelnewsa

sia

https://ww

w.channel

newsasia.

com/news/

singapore/

pmd-fire-

safety-

complianc

e-

deadline-

mandatory

-

inspection-

11781816
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/5)

モビリティ分野関連記事詳細（31/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-electric/indonesia-plans-incentives-to-boost-electric-vehicle-industry-idUSKCN1UR4FE
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/pmd-fire-safety-compliance-deadline-mandatory-inspection-11781816
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マレー
シア

4-A3 SIRIMがパ
ワフルな太
陽光街灯シ
ステムを
開発

8月6日 マレーシア標準工業研究所（SIRIM）が高エネルギー効率なリチウムイオ
ン電池を使用した太陽光LED街灯システムを開発

 背景：
• 通商産業大臣の月例集会にて太陽光発電LED街灯システムの立ち
上げが決定

 概要：
• SIRIMが環境に優しくエネルギー効率の良い複合ポールとリチウムイ
オン電池を使用した太陽光LED街灯システムを開発。シャーアラム地
域に46,000の街灯柱を設置する場合、二酸化炭素を年間21,000トン
削減可能

• 街路照明システムは、IoT技術と統合されており、機能をオンラインで
監視可能。停電の際は、スマートフォンを介して関連機関に自動的に
警告

マレーシア標準
工業研究所
（SIRIM）

http://www.

sirim.my/a

ssets/imag

es/misc/SI

R MNews/

SiaranMed

iaPerhimp

unanMITI.

pdf

インド
ネシア

4-A4 ジョコウィが
電気自動車
規制に署名

8月9日 インドネシア大統領が電気自動車（EV）に関する大統領規則（Perpres）
に署名（8月5日）し、インドネシア政府が電気自動車（EV）の促進に関する
政令(政令2019年第55号)として発表(8月8日）

 規定内容：
• バッテリーベースのEVやサポート技術・原料に対する輸入関税やEV
業界への投資に関わる輸入に対する財政的インセンティブについて
規定（以下主要項目抜粋）
• EV関連産業の促進(EV製造における原材料の現地調達率を段階
的に高めるよう規制)

• インセンティブ
• EV関連インフラの提供とEVのための電気料金
• EVに関連する技術関連規制の順守
• 環境保護

The Jakarta 

Post

JETRO

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/08/09/joko

wi-signs-

electric-

vehicle-

regulation.

html

https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/08/6

515391d6

9c6b5c1.ht

ml
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(2/5)

モビリティ分野関連記事詳細（32/39）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.sirim.my/assets/images/misc/SIRIMNews/SiaranMediaPerhimpunanMITI.pdf
https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/09/jokowi-signs-electric-vehicle-regulation.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/6515391d69c6b5c1.html
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タイ 4-A5 タイと韓国
が電気バス
の開発にお
いて提携

8月21日 タイと韓国間で電気バスの開発について合意。今後開発に向けバンコク
の気候・渋滞の適正についてのテストを実施し、タイ政府に提供を予定

 開発に係るステークホルダ（計11組織）：
【韓国機関】

• エジソンモーターズ(自動車メーカー)

• 産業通商資源部
• 韓国科学技術企画評価院(KISTEP) 等

【タイ機関】
• バンコク大量輸送公社
• タイ発電公社
• モンクット王工科大学トンブリ校 等

The Thaiger https://thet

haiger.co

m/news/as

ean/thailan

d-and-

south-

korea-

partner-

on-

developme

nt-of-

electric-

buses

シンガ
ポール

4-A6 諮問委員会
は、ドローン
の必須登録
におけるオ
ペレーター
の最低年齢
は16歳と
提案

8月27日 シンガポール政府の諮問委員会は、ドローン所有は16歳以上とし、重量
が250gを超えるすべてのデバイスの登録を必須とすることを提案

 背景：
• 本年6月に2台のドローンがチャンギ空港で運航を妨害した1ヵ月後、
運輸省は、ドローンの登録義務付け、飛行規則を無視した者の罰
則を引き上げる計画を発表

• 大規模でより有能なドローンのオペレーターに許可制枠組みを導
入する旨発言

 許可の枠組みに関する諮問委員会の提案概要：
• ドローンの所有は16歳以上で、離陸時重量が250gを超えるすべ
てのデバイスの登録を義務付け

• 登録制度は、商用・個人利用にかかわらず、すべてのドローンをカ
バー

• 登録されたドローンは、登録ステッカー等で識別・追跡可能
• 登録は簡単で、デバイスあたり20ドルで上限等手頃な価格の設定
• 登録促進のため、義務化まで3か月の猶予期間を設定

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/s

ingapore/tr

ansport/mi

nimum-

age-for-

drone-

operators-

max-

registratio

n-fee-of-

20-

proposed-

by-

advisory
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(3/5)

モビリティ分野関連記事詳細（33/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://thethaiger.com/news/asean/thailand-and-south-korea-partner-on-development-of-electric-buses
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/minimum-age-for-drone-operators-max-registration-fee-of-20-proposed-by-advisory
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A7 インドネシア
は未来に向
かって加速：
バッテリー
駆動電気自
動車の新た
な規制

8月28日 インドネシア国内において、バッテリー駆動電気自動車に関する新しい大
統領規則が発表

 背景：
• 電気自動車と自動車部品の製造を促進するインセンティブを提供する
一方、メーカーは現地の部品要件を満たす必要があり、ローカルコン
ポーネントの割合は、時間の経過とともに増加

• 政府が民間の充電設備と公共の充電設備どちらを支持するか不明で
あるものの、現行インドネシア国有電力会社（PLN）のみが、充電スタ
ンドを運営する権利を保持

 規則名：
• 道路交通用バッテリー駆動電気自動車の促進に関する2019年大統
領規則第55号（PR 55/2019）

 規則の位置づけ：
• インドネシア政府がバッテリー駆動電気自動車の新しい市場を拡大す
る最初の試みとして制定

• PR 55/2019には、まだ実装の詳細とガイダンスが存在しておらず、政
府は今後12か月以内に実施規則を発行予定

JPSUPRA https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/indon

esia-

drives-

into-the-

future-a-

new-

93789/
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モビリティ分野関連記事詳細（34/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.jdsupra.com/legalnews/indonesia-drives-into-the-future-a-new-93789/
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モビリ
ティ

タイ 4-A8 業界団体が
政府機関に
EV開発を強
化するよう
要請

8月28日 タイ電気自動車協会（EVAT）は、タイがEV社会へ変革し、輸送部門から
の二酸化炭素排出量が削減されることを期待し、EV促進に向けた8つの
行動を提案

 提案要旨
• すべての省庁を同じ方向に向かせるための、首相または副首相を議
長とする政策委員会の設立

• 明確なルールの下、簡単に電動トゥクトゥクとタクシーを登録できるよう
にする等、多様な法律の改正の検討

• EVの購入者に対する所得税の減額と非財政的インセンティブの導入
等のEVの使用促進

• オートバイメーカーに対する電動バイク生産をローカライズするための
投資特権の付与

• EV開発におけるタイの起業の促進
• EVおよび関連コンポーネントの規格の策定
• EVの充電ステーションの全国への拡大
• 教育機関でのEVに関する専門コースの提供

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/b

usiness/17

38127/age

ncy-urges-

governme

nt-to-step-

up-ev-

developme

nt
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(5/5)

モビリティ分野関連記事詳細（35/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.bangkokpost.com/business/1738127/agency-urges-government-to-step-up-ev-development
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モビリ
ティ

国際 4-O1 デンソーは
MOBIコン
ソーシアム
に参加、
未来のモビ
リティに向け
たブロック
チェーン
技術の標準
化を支援

8月12日 デンソーはMobility Open Blockchain Initiative（MOBI）コンソーシア
ムに参加し、モビリティ分野におけるブロックチェーン標準化活動を支援

 MOBI概要：
• ブロックチェーン技術を自動車産業や移動サービスに適用し、次世代
交通の新たなビジネスモデルや標準化を促すことを目的に、2018年
に設立された非営利団体

• 米ゼネラル・モーターズ（GM）、米IBMや独BMW、等の自動車や
IT関連の約150社・団体が参加

 MOBIにおけるデンソーの役割：
• デンソーは、Connected Mobility & Data Marketplace (CMDM)の

WGのリードを支援
• 自動車関連分野におけるブロックチェーン適用のための規格や規制
の構築に焦点

PR Newswire https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/d

enso-joins-

mobi-

consortium

-to-help-

standardiz

e-

blockchain

-

technology

-for-future-

mobility-

30089996

5 html

4-O2 OGCは、
新しい
Geopose 

SWGの憲
章草案に関
するパブリッ
クコメントを
募集

8月15日 Open Geospatial Consortium（OGC）は、新Geopose Standards 

Working Group （SWG）の憲章草案へのパブリックコメントを募集
 目的：

• 新しいオブジェクトの位置、方向を表現、記録、共有するための相互
運用可能な方法に関する規格を開発

• 特にモビリティ分野において、標準化された車の位置情報の記録によ
り、事故や交通事故死の発生率低下に寄与

 今後の予定：
• OGCのポータルにて、コメントを募集（～9月5日）

 OGC概要：
• 地理空間情報に関する国際的な標準化団体として、1994年に設立
• 世界530以上の商業、政府、非営利および研究機関が協力しながら、
地理空間情報をFAIR（Findable、Accessible、Interoperable、
Reusable）にすべく、活動

Directions 

Media

https://ww

w.direction

smag com/

pressrelea

se/9081
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(1/4)

モビリティ分野関連記事詳細（36/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.prnewswire.com/news-releases/denso-joins-mobi-consortium-to-help-standardize-blockchain-technology-for-future-mobility-300899965.html
https://www.directionsmag.com/pressrelease/9081
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モビリ
ティ

国際 4-O3 提案された
次世代ビデ
オコーデック
規格：
MPEG 

Video 

Coding for 

Machines 

(VCM)

8月20日 米Gyrfalcon Technologyと中China Telecomは、次世代ビデオ
コーデック"Video Coding for Machines" （VCM）をMPEGへ提案

 次世代VCM特徴：
• マシンビジョンの圧縮コーディングと、ヒューマンマシンハイブリッド
ビジョンの圧縮を提供

 関連標準化動向：
• 米Gyrfalcon Technologyと中China Telecomは、VCM アドホック
グループを設立し、VCM規格を急速に推進する他チップを開発。
IoTにおける使用の拡大を期待

PR Newswire https://ww

w.prnews

wire.com/n

ews-

releases/n

ext-

generation

-video-

codec-

standard-

proposed-

mpeg-

video-

coding-for-

machines-

vcm-

30090406

1 html

国際
(ドイツ)

4-O4 欧州向け
空飛ぶ
タクシー

8月27日 IECは、航空機の安全性に関し、IEC 62668やIEC 61820等の規格策定
や航空セクター向けの適合性評価スキームを開発していることを紹介

 関連分野における規格策定状況：
• IEC 62668シリーズ規格：

• TC 107 Process management for avionicsが策定
• 偽造部品の防止、検出、軽減のためのガイドラインを規定

• IEC 61820シリーズ規格：
• TC 97 Electrical installations for lighting and beaconing of 

aerodromesが策定
• 航空地上照明用の定電流回路のシステム設計および実装要件を
規定

 適合性評価制度の構築：
• IEC電子部品品質認証制度（IECQ）では、航空セクター向けの
スキームを開発

• 航空機器メーカーが電子部品管理計画の開発要件を定義するIEC 

62239-1に準拠していることを評価

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/flying-

taxis-for-

europe/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(2/4)

モビリティ分野関連記事詳細（37/39）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.prnewswire.com/news-releases/next-generation-video-codec-standard-proposed-mpeg-video-coding-for-machines-vcm-300904061.html
https://blog.iec.ch/2019/08/flying-taxis-for-europe/
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モビリ
ティ

国際 4-O5 電池は世界
を回る

8月30日 IEC TC 21 Secondary cells and batteriesにおける電池に関する規格
策定の取り組みについて紹介

 背景：
• 可燃性のリチウムイオン電池による事故が多発しており、バッテリー
テクノロジーが重要視

 IEC/TC21概要：
• TC21の作業は2つの領域に大別されるが、双方でリチウムイオン
電池に関する知見を共有
• SC21Aでは、ニカド電池やニッケル・水素電池等、アルカリ電解液
を使用した電池の規格を策定

• TC21では、鉛蓄電池等の酸性電解液を使用した電池の規格を
策定

• 2018年、リチウムイオン二次電池に関し、IEC 62660-2:2018 

Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road 

vehicles - Part 2: Reliability and abuse testingを発行

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/batter

ies-make-

the-world-

go-round/
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モビリティ分野関連記事詳細（38/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/08/batteries-make-the-world-go-round/
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モビリ
ティ

国際 4-O6 道路上での
AIの「チュー
リングテス
ト」に向け
て：ブダペス
トでの自動
運転に関す
る対話

8月23日 ITUとAutonomous Drivers Alliance（ADA）は、自動運転車を操縦
するAIのパフォーマンス基準に関する対話を実施予定
（9月10日 ＠ブダペスト、ハンガリー）

 ADA概要：
• Roboraceが設立した、交通安全に関する活動を行う非営利団体
• 自動運転車を操縦するAIについて、国際的に標準化および調和可能
な最小パフォーマンス閾値を定義するチューニングテストを提案

 対話概要：
• ITU-ADAワークショップの午後の部として対話を開始、今後も道路上
のAIのパフォーマンス標準の確立に向け、継続的なグローバルな
対話を促進予定
• （参考）午前には、自動運転技術の最新技術に関する洞察を共有

 ワークショップのスピーカー：
• Stefano Ammirati (Director of Road Safety & Global Advocacy, 

FIA : Fédération Internationale de l’Automobile)

• Bryn Balcombe (CSO, Roborace and ADA)

• David Fidalgo (Co-Founder, AEVAC: sociación Española del 

Vehículo Autónomo Conectado)

• Zoltán Hamar (Managing Director, Zala Zone Autonomous Test 

Track)

• Hironao Kawashima (Professor Emeritus, Mobility Culture 

Research Center, Keio University)

• David Lanyi (Head of Machine Learning Methods, Continental AG 

Deep Learning Competence Center)

• Jun (Harry) Li (Chair FG-VM, TIAA: Telematics Industry 

Application Alliance, China)

• Kirsty Lloyd-Jukes (CEO, Latent Logic)

• Richard Woods (Vice President, Towards Zero Foundation)

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/tal

ks-

autonomo

us-driving-

budapest/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(4/4)

モビリティ分野関連記事詳細（39/39）

モビリティテーマ別情報詳細

https://news.itu.int/talks-autonomous-driving-budapest/
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ノル
ウェー

5-E1 オスロ、
2030年まで
にCO2を
95%削減。
EV推進、
交通量削減、
CCS活用等

8月10日 オスロ政府は、2030年までに二酸化炭素排出量を2009年比95%削減
すると発表（8月9日）

 CO2削減施策に関する要旨：
• 市内の全自動車を、電気自動車（EV）や燃料電池車（FCV）等のゼ
ロ・エミッション車へ切り替え

• 公共交通機関を整備し、市内の交通量を2015年比で3分の2に
削減

• 市内のごみ発電所にも炭素回収・貯蔵（CCS）設備を導入

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/08/14/oslo

-co2-

reduction/

41559

スウェ
ーデン

5-E2 SISは、ボリ
ビアの浄水
に関する取
組みを支援

8月30日 SISは、World Water Week 2019にてボリビアでの浄水に関する取組み
を発表（@ストックホルム、スウェーデン）

 World Water Week概要：
• Stockholm International Water Institute (SIWI)が、毎年8月下旬～

9月上旬頃にストックホルムにて開催する、水に関する国際的な会議
• 世界130カ国以上から3,000以上の関係者が集結

 SIS発表内容：
• 持続可能な水管理を実現するツールとしての規格に関するセッション
にて、SISがボリビアで進行中の水に関する規格開発と実装支援の
プロジェクトついて発表

Swedish 

Standards 

Institute(SIS)

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/sis-

stottar-

bolivia-i-

arbetet-for-

rent-

vatten/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向

資源循環分野関連記事詳細（1/16）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://sustainablejapan.jp/2019/08/14/oslo-co2-reduction/41559
https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/sis-stottar-bolivia-i-arbetet-for-rent-vatten/
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米国 5-U1 ANABは、
タイプI環境
ラベリング
認証プログ
ラムのため
のセクター
固有の認証
プログラム
を開始

8月2日 ANSI国家認定委員会（ANAB）は、タイプI環境ラベルの認証プログラム
の新しい認定プログラムを発表

 タイプI環境ラベル認定プログラムの目的：
• ベストプラクティスの適用を反映・加速し、グリーンコンシューマリズム
を促進

• 環境に優しいプログラムへの関与をより推進
 タイプI環境ラベルの認証実施についてANABから認定を受ける認証機関
に対する要件：

• ISO 14020（環境ラベル及び宣言−一般原則）
• ISO 14024（環境ラベル及び宣言－タイプI 環境ラベル表示－
原則及び手続）

• PRO-PR-178（Sector Specific Accreditation Program for Type I 

Environmental Labeling Certification Program）
• 関連するANAB認定規則

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

e5b282ef-

34a6-

4be8-

b3c9-

4af748d29

03c
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(1/3)

資源循環分野関連記事詳細（2/16）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=e5b282ef-34a6-4be8-b3c9-4af748d2903c
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米国 5-U2 きれいな水
の6つの
基準

8月 ASTM Internationalは当組織下の水委員会（D19）が策定した規格の中
で、最も影響を与えた6規格について紹介

 ASTM Internationalの水委員会（D19）概要：
• ASTMの最大且つ最長の委員会の1つ
• 地表水及び地下水測定;水洗浄及びろ過製品に関する規格を担当。
関連用語等、290を超える標準化に係る責任を有する

 D19による策定規格（主要6規格につき抜粋）：
• 試薬水の標準仕様（D1193）
• Sr-90汚染に対するヒト尿の迅速スクリーニングのための新しい
ガイド（WK27986）

• 地下注入用の水から形成された堆積物検査と分析の結果報告のた
めの標準実施（D4025）

• マイクロプラスチック粒子の識別と定量化のための廃水サンプルの収
集のための新規実施（WK67563）

• 粒子状イオン交換樹脂の物理的及び化学的特性を評価するための
標準的な試験方法と実践（D2187）

• 水中のシアン化合物の標準試験方法（D2036）

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/standardiz

ation-

news/?q=f

eatures/6-

standards-

cleaner-

water-.html
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資源循環分野関連記事詳細（3/16）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/6-standards-cleaner-water-.html
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米国 5-U3 EPAは、
RFSのセク
ション610レ
ビューに関
するパブリッ
クコメント期
間を延長

8月21日 米国環境保護庁（EPA）は、規制柔軟性法（Regulatory Flexibility Act 

(RFA)）セクション 610 に基づく再生可能燃料基準（RFS）に関する
パブリックコメント募集を9月23日まで延長

 RFAセクション610概要：
• 公布から10年以内に、多数の小規模事業体に重大な経済的影響を
与える、またはもたらすであろう各規則を審査するよう規制当局機関
に要求

Biomass 

Magazine

http://biom

assmagazi

ne.com/arti

cles/16406

/epa-

extends-

public-

comment-

period-on-

section-

610-

review-of-

rfs

米国 5-U4 Axne議員
は、EPAに
おけるRFS
免除誤用の
調査を要求

8月21日 Cindy Axneアイオワ州議員は、General Charles Sheenhan米国環境
保護庁（EPA）長官に対し、製油所に対する再生可能燃料基準（RFS）
免除の拡大適用への意思決定に関する調査を依頼する書簡を送付

 背景：
• 8月9日、EPAは31の小規模な製油所の免除（SRE）を承認

 書簡内容：
• 2008～16年の免除数は10未満であるのに対し、2016～18年には85
の免除が付与されたことを指摘

• SREに関し、2016年、2017年、2018年の付与数の調査を要求

Biomass 

Magazine

http://biodi

eselmagaz

ine.com/art

icles/2516

759/rep-

axne-

requests-

investigati

on-into-

epaundefi

neds-

misuse-of-

rfs-waivers
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(3/3)

資源循環分野関連記事詳細（4/16）

資源循環テーマ別情報詳細

http://biomassmagazine.com/articles/16406/epa-extends-public-comment-period-on-section-610-review-of-rfs
http://biodieselmagazine.com/articles/2516759/rep-axne-requests-investigation-into-epaundefineds-misuse-of-rfs-waivers


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C1 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
が、グリーン
ファクトリー
企業の代表
者に第三者
評価機関の
証明書を
発行

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスが、グリーンファクトリー企
業の代表者に第三者評価機関の証明書を発行
 グリーンファクトリープロモーションアライアンス会議において、6つの第三者評価
機関が、グリーンファクトリー認定企業の21社に対して第三者評価証明書を発行

 グリーンファクトリーの認定は、2016年の開始以降3回目

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5398

.html

5-C2 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
は、2冊目と
なるグリー
ンファクト
リー実践事
例集を発行

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、2冊目となるグリーン
ファクトリー実践事例集を発行
 グリーンファクトリークリエーションフォーラム2019 において当事例集の発行
を発表

 事例対象企業：
• Hisense Rongsheng（Guangdong）Refrigerator Co.、Ltd.、Huiyang 

Lenovo Electronics工業株式会社、中国石油化学公司鎮海精錬化
学公司、河北成新集団公司、河南新連新化学工業集団公司、中国国
家オフショア石油化学公司、北汽福田汽車公司南海自動車工場、
Shougang Jingtang Iron and Steel United Co.、Ltd.、Shanxi 

Taigang Stainless Steel Co.、Ltd.、Linyi Zhonglian Cement Co.、
Ltd、Dongguan Weimei Ceramic Industrial Park Co.、Ltd.
（計11社）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5399

.html
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資源循環分野関連記事詳細（5/16）

資源循環テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201908/5398.html
http://www.cesi.cn/201908/5399.html
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中国 5-C3 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
は、「グリー
ンファクト
リー評価機
関自主規律
協定」の署
名式を開催

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、「グリーンファクトリー
評価機関自主規律協定」の署名式を開催
 グリーンファクトリーの評価とサービス提供のための基本原則、制度的コミットメン
ト、監督要件を明確にするためにアライアンスが策定

 協定署名者：
• 全国の15の第三者評価機関が協定に署名

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5400

.html

5-C4 中国標準化
研究院と山
東産業技術
研究所が包
括的な戦略
的協力協定
に署名

8月2日 中国標準化研究院と山東産業技術研究所が包括的な戦略的協力協定に
署名（7月30日＠済南）
 齐鲁産業革新フォーラムにおいて署名式を開催

 協力協定概要：
• 省エネと節水、低炭素環境保護、グリーンエコロジー、新エネルギー
の開発、山東産業技術関連の標準化研究の強化、高品質なグリーン
開発標準の構築、標準化の基礎研究、工業化プロジェクト、高品質で
グリーンな開発に係る標準化等の分野に係る戦略的コンサルティング
サービス、プロジェクトのインキュベーション等について協力予定

 参加者：
• 済南市党委員会の副書記、山東省知事、CNISの環境部門、済南市
関連部門リーダー、企業のゲスト及び関連大学の学長等300人以上

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201908/t

20190802

45010.ht

ml
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資源循環分野関連記事詳細（6/16）

資源循環テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201908/5400.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201908/t20190802_45010.html
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中国 5-C5 2019年の主
要分野にお
けるグリー
ンテクノロ
ジー国家規
格策定の特
別計画に関
する国家標
準化管理委
員会の通知

8月9日 国家標準化管理委員会は、主要分野における18のグリーン技術の国家
規格を策定することを決定

 目的：
• 「科学技術省の市場志向グリーン技術革新システムの構築に関する
ガイドライン」を実施するためのグリーン技術標準システムの構築の
強化
（次頁に続く）

国家標準化委
員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201908/P0

20190809

43404553

0471 pdf
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http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/201908/P020190809434045530471.pdf
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中国 5-C5 2019年の主
要分野にお
けるグリー
ンテクノロ
ジー国家規
格策定の特
別計画に関
する国家標
準化管理委
員会の通知

8月9日 国家標準化管理委員会は、主要分野における18のグリーン技術の国家
規格を策定することを決定

（前頁の続き）
 策定される国家規格（計18規格。策定プロジェクト期間は2年間）

• 20192391 T 469：コークス炉ガス生産リサイクル技術仕様
• 20192392 T 469：廃ガラスリサイクル技術仕様
• 20192393 T 469：廃繊維選別品質要件
• 20192394 T 469：廃繊維リサイクル技術仕様
• 20192395 T 470：廃プラスチックのリサイクル技術仕様
• 20192396 T 469：廃電池リサイクル技術仕様
• 20192397 T 303：温室効果ガス排出量の会計及び報告要件セクショ
ンxx：水上輸送企業

• 20192398 T 303：ユニット製品（サービス）の排出制限の準備に関す
る一般規則

• 20192399 T 334：鉄鉱山における廃岩利用率の計算方法と要件
• 20192400 T 334：石油及びガスプロジェクトの土地再生技術仕様
• 20192401 T 469：循環経済性能評価標準銅製錬業
• 20192402 T 469：銅製錬業における循環経済実践の技術ガイド
• 20192403 T 469：銅製錬時のばい煙除去におけるリサイクル技術仕
様

• 20192404 T 334：石炭利用率の計算方法と要件
• 20192405 T 334：鉄鉱石尾鉱の利用率の計算方法と要件
• 20192406 T 334：鉱物資源とその計算方法の包括的な利用のため
の技術指標

• 20192407 T 334：土地資源利用評価指標システム基準
• 20192408 T 334：グリーン鉱山建設仕様

国家標準化委
員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201908/P0

20190809

43404553

0471 pdf
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中国 5-C6 全国自動車
標準化技術
委員会車両
小委員会技
術委員会
2019年次会
議及び規格
審査会議が
西寧で開催

8月26日 全国自動車標準化技術委員会が2019年次総会及び規格審査会議を
開催(8月21日～22日@西寧)

 実施事項
• 全国自動車標準化技術委員会の委員長がスピーチを実施
• 新「標準化法」に基づき、「自動車産業の中長期開発計画」を作成した
ことに言及

 「自動車産業の中長期開発計画」に基づく実施事項：
①標準化分野における政府への質の高いサービスを提供
②グリーンリサイクルエコノミー、インテリジェントマニュファクチャリング
などのフロンティアエリアで標準的な研究開発の実施、また国の自動
車開発戦略を支援

③車両分野規格の国際化を行い、業界へ貢献

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1454.ht

ml

5-C7 「バイオガ
ス」などの3
つの国家標
準に対する
意見募集に
関する通知

8月29日 SAC国家環境保護産業標準化技術委員会(SAC/TC275)が3件の国家規
格草案を作成し、コメントを募集中(9月30日締切)

 意見募集中の規格：
• バイオガス用語(20173636-T-303)

• 車両用バイオガス(20173914-T-303)

• 農業および森林バイオマス材料の保管、保管、輸送に関する一般的
な技術仕様(20173915-T-303）

国家標準化委
員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201908/t2

0190829

343740.ht

m
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再掲

再掲

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1454.html
http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201908/t20190829_343740.htm
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中国 5-C8 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
「グリーン
ファクトリー
クリエーショ
ンエキス
パート」が
開始

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスによる「グリーンファクト
リークリエーションエキスパート」のイベント、「グリーンファクトリープロ
モーションアライアンスカンファレンス」及び「グリーンファクトリークリエー
ションフォーラム2019」が開始

 目的：
• 「グリーンファクトリークリエーションエキスパート」により、グリーンファ
クトリープロモーションアライアンスのプラットフォームと専門家委員会
の技術的利点を活用し、中国でグリーンファクトリーをサポート

 実施概要：
• Zhao Bo中国電子技術標準化協会会長がアライアンスの議長を担当
• 会議後、参加者に対してグリーンファクトリーの診断とガイダンス、技
術情報の交換、標準化活動を実施

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5397

.html
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ベト
ナム

5-A1 2020年の
品質・測定
規格の策定
計画につい
て議論

8月2日 STAMEQ（ベトナム規格・計量・品質総局）と天然資源環境省が2020年の
品質測定規格の策定計画について議論

 討議概要：
• 天然資源環境省が天然資源環境省2020年の品質・測定規格の策定
計画について報告し、STAMEQがそれに対してコメント

• 天然資源環境省は、STAMEQの要請に応じて、天然資源環境省が
策定した環境に関する11の国家技術規格に関する公表書類を補足
するよう関係部署に要請

• STAMEQは天然資源環境省に対して市場で流通している製造中の
製品及び輸入品の品質の検査を計画するよう要請

 参加者：
• Ha Minh Hiep規格・計量・品質総局副局長、 Nguyen Duy Hung天
然資源環境省科学技術部副局長、水文気象局・地質鉱物総局・総
務省下部ユニットのリーダー

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/08/thao

-luan-

huong-

dan-xay-

dung-ke-

hoach-

tieu-

chuan-do-

luong-

chat-

luong-

nam-2020/

インド
ネシア

5-A2 ジョコウィ大
統領が廃棄
物の輸入
制御を呼び
かけ

8月27日 インドネシア大統領は内閣に対し、廃棄物輸入の増加問題に対応するよ
う指示

 背景：
• インドネシアへの廃棄物輸入が増加傾向にあり、廃棄物を処理できな
い場合、環境破壊を誘発することを懸念

 大統領発言要旨：
• 産業のニーズに合わせた国内廃棄物の利用可能性の最大化、廃棄
物の輸入管理を改善するための迅速な規制の策定、輸入に関する厳
しい監視と法の執行が必要

インドネシア内
閣官房

https://setk

ab.go.id/e

n/presiden

t-jokowi-

calls-for-

waste-

import-

control/
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資源循環テーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/08/thao-luan-huong-dan-xay-dung-ke-hoach-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-nam-2020/
https://setkab.go.id/en/president-jokowi-calls-for-waste-import-control/
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資源
循環

シンガ
ポール

5-A3 企業が基準
を満たすこ
とを確かめ
るための6
つの新しい
認証プログ
ラム

8月29日 シンガポール認証評議会は、過去1年間で、成長分野の企業が品質基準
を確実に満たすための6つの認証プログラムを開発したことを紹介

 認証プログラム概要：
• 領域として、インフラ、食料、情報通信技術、持続可能性の分野を
カバー
• 認証プログラムのうち1つは、評議会がシンガポール民間航空局と
協力して策定したもので、航空会社の炭素排出要件を規定

• 評議会は、産業オートメーションおよび制御システムのサイバーセ
キュリティを保証するための認証プログラムも開発

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/b

usiness/six

-new-

accreditati

on-

programm

es-to-

ensure-

businesse

s-meet-

standards

5-A4 シンガポー
ルの廃棄物
ゼロ計画は、
2030年まで
に国内のリ
サイクル率
を22％から
30％に引き
上げること
を企図

8月30日 シンガポール政府は廃棄物ゼロマスタープランを開始
 マスタープラン目的：

• ゴミ焼却処分場の負担を軽減し、包装、電子機器、食品廃棄物関連
のサーキュラーエコノミーに関する経済機会を創出
（以下、具体目標）

• 2030年までに一人あたり30％焼却ゴミを削減
• 国全体のリサイクル率を2018年の60％から2030年までに70％まで
引上げ

• 目標の範囲内で、家庭廃棄物を含む国内のリサイクル率を2018年の
22％から2030年までに30％に引上げ

 マスタープラン実施に向けた措置
• 来年までに包装を生産または使用する企業に対し報告を義務化
• 使用する包装の量のみでなく設置面積を削減する計画の作成も必要
• 2021年までにe-wasteを生産する企業を拡張生産者責任（EPR）規制
の対象とし、企業の廃棄物を収集・リサイクルを義務化

• 2025年までに包装に関するEPR法を制定予定。企業に対し2024年
までに食品廃棄物の分別を義務化

Eco-Business https://ww

w.eco-

business.c

om/news/s

ingapores-

zero-

waste-

plan-aims-

to-raise-

domestic-

recycling-

rate-from-

22-to-30-

per-cent-

by-2030/
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再掲

https://www.straitstimes.com/business/six-new-accreditation-programmes-to-ensure-businesses-meet-standards
https://www.eco-business.com/news/singapores-zero-waste-plan-aims-to-raise-domestic-recycling-rate-from-22-to-30-per-cent-by-2030/
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インド
ネシア

5-A5 BSNがアジ
ア太平洋計
量計画の
ワークショッ
プをジョグ
ジャカルタで
開催

8月6日 アジア太平洋計量計画（APMP） 物質量技術委員会ガス分析ワーキング
グループの第17回ワークショップとAPMP 気候変動とクリーンエアに関す
るフォーカスグループワークショップが開催
（8月5～7日＠ジョグジャカルタ ）

 目的：
• 気候変動と清浄な空気に関連するガス計測技術と計測のトレーサビリ
ティに関する経験と知識の交換

 討議概要：
• 気候変動とクリーンエアに関するフォーカスグループワークショップで
は、温度、気流速度、粒子状物質、オゾン、ガス混合物（揮発性有機
化合物、温室効果ガス及び自動車排出ガス）の計測規格について議
論

• TCQMガス分析グループワークショップでは、ガスの計測における規
格とトレーサビリティについて具体的に議論。また、国際比較試験にお
ける及びAPMP と国家計量標準機関間の協力の可能性について議
論

• BSNは、インドネシアにおけるガス測定のトレーサビリティを保証する
ため、ガス分析の範囲に関するインドネシア国家標準（SNI）の策定に
関連する技術委員会（Komtek）を設立予定

 参加者：
• 海外の国立計量研究所、エネルギー業界、大学、ガス規格関係者等

39名

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

350/bsn-

selenggar

akan-

workshop-

metrologi-

se-asia-

pasifik-di-

yogyakarta

# XVws9uj

7TD4
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国際 5-O1 新規策定中
の規格は、
拡大した排
出による気
候への影響
定量化に寄
与

8月30日 ISOでは、気候変動における放射強制力の管理に関する「ISO/AWI 

14082RADIATIVE FORCING MANAGEMENT-- GUIDANCE FOR 

THE QUANTIFICATION AND REPORTING OF RADIATIVE 

FORCING-BASED CLIMATE FOOTPRINTS AND MITIGATION 

EFFORTS」を策定中
 背景:

• 既存の気候影響に関する定量化規格でカバーされていない特殊な
物質（温室効果ガス、水蒸気、粒子状物質）が存在

• 上記物質の排出量が年々増加しているため、定量化可能な新規格が
必要

 目的：
• 放射強制力の管理に効果的な取組の特定、特殊物質の削減に
関わる定量化し、報告の信頼性・一貫性・透明性を向上

 ISO/AWI 14082概要：
• 温室効果ガス、水蒸気、粒子状物質等、物質の放射強制力の測定と
定量化のためのガイダンス文書

• 既存の規格ではカバーされていない放射強制力に影響を与える物質
の気候フットプリントを定量化することにより、ISOの温室効果ガス排
出の規格範囲を拡大

• 組織における放射強制力や気候変動への影響軽減に関する推奨
事項は含まない

 放射強制概要：
• 地球が太陽から吸収するエネルギーと地球から宇宙に放出される
エネルギーの差

• 流入エネルギーが流出エネルギーを超えた場合と、地球の大気が
暖まり、温度は上昇

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref242

5 html
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https://www.iso.org/news/ref2425.html
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循環

国際 5-O2 ITU Digital 

African 

Weekに
おいて環境
の持続可能
性のための
先進的な
技術につい
て議論

8月19日 第1回 ITU Digital African Weekを開催
（8月27～30日＠アブジャ、ナイジェリア）

 イベント概要：
• 政策立案者、規制当局、業界関係者、標準化の専門家が集まり、
環境の持続可能性を考慮したアフリカの行動について議論

• 関連する一連のイベントは、Nigerian Communications Commission
が主催

 実施予定事項：
• "Smart Sustainable Cities, Products and Services"：アフリカ諸国に
おける、評価指標を含むスマートシティへの移行をサポートするITU
規格を紹介予定

• ”Smart Sustainable Africa”：アフリカにおけるAI、ブロックチェーン、
IoT、IMT-2020/5G等の分野の国際規格活用に関する洞察を紹介
予定

• ”Human exposure to electromagnetic fields in Africa”： ICTインフ
ラストラクチャから生じる電磁気の評価方法や規制の枠組み、政府の
情報提供ガイドライン等のツールを提供するITU規格を紹介予定

• "e-waste management and circular economy "：e-wasteやレアメタ
ルICTコンポーネントの処理、循環経済をサポートするITU規格を紹介
予定

• ITU-T Study Group 5 (Environment and circular economy) 及び
ITU-T Study Group 20 (Internet of Things and smart cities) は、
アフリカにおける標準化関連作業の優先順位について協議予定

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/itu-

digital-

african-

week/
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テーマ別情報詳細 資源循環

https://news.itu.int/itu-digital-african-week/
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国際 5-O3 ビッグデー
タが小規模
農家の生産
性をどのよ
うに高めて
いるか

8月27日 国連食糧農業機関（FAO）と国際電気通信連合（ITU）は、小規模農家の
ビッグデータ・IoT活用におけるレポート「E-agriculture in Action」を
発行

 小規模農家の定義
• 2ヘクタール未満の土地の所有権を持つ、世界中の約5億7000万の
農家（全体数の約40％）

 レポート要旨：
• 小規模農家が近年デジタル農業を取り入れ課題解決を企図

（例：バリューチェーン内のプロセスの監視、畑や遠隔地の分析、
収穫量予測など）

• 生産性の向上だけでなく、多くのデータを収集することで不法労働の
発見や児童労働の摘発に繋がった事例も存在

• 一方で世界の農業サプライチェーンは非常に細分化されたままである
ため、今後はビッグデータ技術の標準化と相互運用性が重要

• ITUはサイバーセキュリティ、IoTテクノロジーの標準化に関する研究
グループ13、17、20の活動を通じて標準化をサポートする役割を担当

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/ho

w-big-

data-is-

boosting-

productivit

y-for-

smallholde

r-farmers/
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資源循環分野関連記事詳細（16/16）

テーマ別情報詳細 資源循環

再掲

https://news.itu.int/how-big-data-is-boosting-productivity-for-smallholder-farmers/
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エネル
ギー
マネジ
メント

欧州 6-E1

(

EIB、エネル
ギー融資ポ
リシー改定
案発表。EU
域内で化石
燃料関連へ
のファイナン
スを禁止

8月1日 欧州投資銀行（EIB）は、エネルギー融資ポリシー草案について1月から
3月まで実施したパブリックコメントの結果を公表（7月26日）

 背景：
• EIBは、EUで進める気候変動政策を後押しするため、2013年に策定
したエネルギー融資指針を気候変動の状況に即した内容に改定予定

 草案内容：
• EU域内で、化石燃料に直接関係するエネルギー・インフラ案件への
融資を段階的に廃止
• 特に、原油・ガス採掘、石炭採掘、石炭・原油・ガスに関連するター
ミナル、貯蔵施設、輸送施設等のインフラ、石炭・原油・ガス・泥炭
を燃料とする発電へのファイナンスを2020年末までに停止

• 脱化石燃料に伴い雇用が失われる分野への社会対策の意義を強調
• エネルギー移行パッケージ（ETP）を通じて、EIBとして雇用移行を
後押し

• EU域外において、EU周辺国、サブサハラ・アフリカ地域、アジア地域
でのエネルギー変革分野に対しファイナンスを実施

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/08/01/eib-

energy-

lending-

policy/410

95
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再掲

https://sustainablejapan.jp/2019/08/01/eib-energy-lending-policy/41095
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エネル
ギー
マネジ
メント

英国 6-E2 BSIは、既
存の住居に
エネルギー
効率対策を
導入するた
めの新しい
フレーム
ワークを
確立

8月1日 英国規格協会（BSI）は、既存住宅へのエネルギー効率対策に関し、
3つのPASを公開

 背景：
• 英国政府は、Each Home Countsイニシアチブの下、既存住宅への
エネルギー効率対策に関する新しいフレームワークの作成を委託

 BSIによる関連標準化活動：
• BSIは、3つのPASを公開

• PAS 2035:2019 Retrofitting dwellings for improved energy 

efficiency. Specification and guidance

• PAS 2030:2019 Specification for the installation of energy 

efficiency in existing dwellings and insulation in residential 

park homes

• PAS 2031 Certification of energy efficiency measure 

installation in existing buildings

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/augus

t/bsi-

establishe

s-new-

framework

-for-the-

installation

-of-energy-

efficiency-

measures-

in-existing-

dwellings/

ドイツ 6-E3 家庭用食器
洗い機、
家庭用洗濯
機、乾燥機
のエコデザ
イン及び
エネルギー
ラベリング
要件

8月5日 欧州委員会（EC）は、家庭用食器洗い機、家庭用洗濯機、および乾燥機
のエコデザインおよびエネルギー表示要件に関するstandardization 

request (SReq)のドラフトをCENCENELEC Management Center 

(CCMC)に提出（6月14日）
 概要：

• 規制および委任規制に設定されているエコデザインおよびエネルギー
ラベル付けの必須要件を考慮して、欧州委員会はCENELECにSReq
ドラフトの付録に記載されている整合規格の修正を要求

• CEN-CENELEC Ecodesign Coordination Group (Eco-CG)及び
CLC / TC 59X "Performance of household and similar electrical 

appliances"に対してもコメントを要求

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/wasch

maschinen

-und-

geschirrsp

ueler-

gemaess-

oekodesig

n-richtlinie
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再掲

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/august/bsi-establishes-new-framework-for-the-installation-of-energy-efficiency-measures-in-existing-dwellings/
https://www.dke.de/de/news/2019/waschmaschinen-und-geschirrspueler-gemaess-oekodesign-richtlinie
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エネル
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メント

ドイツ 6-E4 チュニジア
の代表団は、
太陽光発電
システムの
規格とテスト
に大きな関
心を表明

8月7日 チュニジアの代表団が太陽光発電分野における取り組み視察のため、
ドイツを訪問（6月23～29日）

 訪問概要：
• 代表団は、チュニジアにおける高品質のPVインフラ開発が目的
• VDE | DKEは、PVモジュールの標準及びPVインバーターのテストに
ついて説明

 代表団メンバー：
• the energy agency ANME

• the electricity and gas company STEG

• the Ministry of Industry and Energy MIPME

• the Ministry of Commerce

• Consumer Protection ODC

• the Institute for Standardization and Certification INNORPI

• the Photovoltaic Industry Association CSPV 

• the PV testing laboratory CETIME

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/tunesis

che-

delegation

-normen-

pruefunge

n-

photovoltai

kanlagen

ノル
ウェー

6-E5 オスロ、
2030年まで
にCO2を
95%削減。
EV推進、
交通量削減、
CCS活用等

8月10日 オスロ政府は、2030年までに二酸化炭素排出量を2009年比95%削減
すると発表（8月9日）

 CO2削減施策に関する要旨：
• 市内の全自動車を、電気自動車（EV）や燃料電池車（FCV）等のゼ
ロ・エミッション車へ切り替え

• 公共交通機関を整備し、市内の交通量を2015年比で3分の2に
削減

• 市内のごみ発電所にも炭素回収・貯蔵（CCS）設備を導入

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/08/14/oslo

-co2-

reduction/

41559
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https://www.dke.de/de/news/2019/tunesische-delegation-normen-pruefungen-photovoltaikanlagen
https://sustainablejapan.jp/2019/08/14/oslo-co2-reduction/41559
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米国 6-U1 ULの専門
知識は、
新しいソー
ラープラント
開発の推進
に役立つ

8月5日 ULはメキシコのアグアスカリエンテスにある375 MWpの施設である
El Llanoが太陽光発電（PV）の太陽光発電プラントの技術評価実施機関
として選定されたと発表
 ULは下記を含むプロジェクトの重要な側面について評価を実施

• 技術、エンジニアリング、設計の評価
• 長距離発電の推定
• 財務モデリング
• 環境レビュー、等

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

expertise-

helps-fuel-

new-solar-

plant-

developme

nt

米国 6-U2 ANABは、
タイプI環境
ラベリング
認証プログ
ラムのため
のセクター
固有の認証
プログラム
を開始

8月2日 ANSI国家認定委員会（ANAB）は、タイプI環境ラベルの認証プログラム
の新しい認定プログラムを発表

 タイプI環境ラベル認定プログラムの目的：
• ベストプラクティスの適用を反映・加速し、グリーンコンシューマリズム
を促進

• 環境に優しいプログラムへの関与をより推進
 タイプI環境ラベルの認証実施についてANABから認定を受ける認証機関
に対する要件：

• ISO 14020（環境ラベル及び宣言−一般原則）
• ISO 14024（環境ラベル及び宣言－タイプI 環境ラベル表示－
原則及び手続）

• PRO-PR-178（Sector Specific Accreditation Program for Type I 

Environmental Labeling Certification Program）
• 関連するANAB認定規則

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

e5b282ef-

34a6-

4be8-

b3c9-

4af748d29

03c
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米国 6-U3 電力会社が
革新的な
インフラスト
ラクチャを
実証

8月5日 Edison Electric Institute、GridWise Alliance、NEMAは、Grid 

Congress and Infrastructure Expoを開催（＠ワシントンD.C）
 Expo展示内容：

• 電気自動車、分散型エネルギー管理、サイバーセキュリティ、高度計
量、及びストームハーディングを含む幅広い最新のエネルギー技術

 Expo参加企業：
• ABB、CenterPoint Energy、Duke Energy、Eaton、Hitachi、Itron、

Landis + Gyr、Qubitekk、National Grid、Pepco、Rappahannock 

Electric Cooperative、Siemens、Southern California Edison、等
 Edison Electric Institute（EEI）概要：

• 1933年に設立された米国の電気会社の協会
 GridWise Alliance概要：

• 2003年に設立された、米国の協会
• 環境及び経済性に優れた先進的なスマートグリッド・ソリューションの
普及を促進し、関係者間での効果的な協力関係の構築を推進

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://blog

.nema org/

2019/08/0

5/electric-

companies

-

demonstra

te-

innovative-

infrastructu

re/
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米国 6-U4 地域エネ
ルギーイニ
シアチブの
倍増

8月12日 NEMAは、米政府が主導するエネルギー関連の３つのイニシアティブに
ついて紹介

 「America Crece energy initiative in 2018」：
• エネルギーの成長、統合、セキュリティを通じた経済繁栄の促進を
目的

• 米国財務省が率い、6つの機関が関与
• 2018年にアルゼンチン、チリ、ジャマイカ、パナマと、2019年に
ブラジル、ペルー、コロンビアAmerica Crece energy initiative の
枠組み協定に署名

 「Asia EDGE」：
• インド太平洋地域全体で持続可能かつ安全なエネルギー市場を成長
させることを目的

• 国務省が率い、7つ機関が関与
• スマートグリッド、効率的な技術、電力支払い用のモバイルアプリに
投資することで、エネルギーセクターの近代化を支援

 「Power Africa」：
• サハラ以南の地域において、30,000メガワット（MW）以上のクリーン
で効率的な発電能力と6,000万の新規住宅及び事業接続の追加を
目的

• 2013年より開始
• NEMAはPower Africaの標準プログラムに参加し、電力の安全
システムとエネルギー貯蔵システムの技術基準の認識と採用を促進
を実施

NEMA Blog https://blog

.nema org/

2019/08/1

2/regional-

energy-

initiatives-

multiply/
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米国 6-U5 より多くの
消費者が
イーコマー
スに依存し
ており、
倉庫の持続
可能性への
動きに注目
が集中

8月12日 イーコマースの取引量が増加する中、倉庫の効率化、二酸化炭素排出量
の削減のための持続可能な技術・運用支援に際し、ASTM規格・IEC規格
が貢献していることをANSIが紹介

 紹介されている関連規格（抜粋）:
• ASTM E3056-16（Standard Guide for Strategic Warehousing）

ANSIのメンバーであるASTM Internationalが策定。倉庫業務の
戦略策定により、効率が向上し、環境への影響軽減に貢献

• IEC 62386-304,（Digital Addressable Lighting Interface – Part 

304: Particular Requirements – Input Devices – Light Sensor）
IEC/TC34(ランプ及び関連機器)によって開発され本TCの米国国
立委員会（USNC）米国技術諮問グループ（TAG）管理者は、米国
電気製造業者協会（NEMA）が担当。昼光センサーを備えた照明
器具の使用に貢献

米国規格協会
（ANSI）

https://www

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=4d18c53

0-3061-

464a-b276-

b0925c7fb3

0b

米国 6-U6 ULは、風力、
太陽光予報
を提供する
ためにメキ
シコの国家
エネルギー
オペレー
ターより
選択

8月15日 ULがメキシコの国家エネルギーオペレーターであるCentro Nacional 

de Control de Energía（CENACE）の競争入札にて選定されたことを
発表
 ULはメキシコの風速と日射量を予測し、風力及び太陽エネルギーの予想値
を算出。その予想値によってメキシコの発電における再生可能エネルギー
資源推定を支援し、グリッド運用の改善を目指す

 ULの役割：
• メキシコの卸売電力市場に参入している既存の風力発電所や
太陽光発電所に近接した43か所の場所について、再生可能エネ
ルギー発電の提供を監視及び検証

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://www

ul.com/new

s/ul-

selected-

national-

energy-

operator-

mexico-

provide-

wind-solar-

forecasts
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米国 6-U7 22州政府等、
連邦政府を
提訴。
トランプ政権
のクリーン・
パワープラ
ン撤回阻止
要求

8月19日 全米22州、5都市、ワシントンD.C.の各政府の司法長官は、トランプ
大統領率いる連邦政府に対し、環境規制緩和を定めた規則の撤廃を
要求し提訴（8月13日）

 背景：
• トランプ政権は7月、前オバマ政権時代に導入した「クリーン・パワー・
プラン（CPP）」を撤廃し、「アフォーダブル・クリーン・エネルギー
（ACE）」の導入を最終決定

 提訴内容：
• 原告側は、新規則では、二酸化炭素排出量が十分に削減できず、
クリーン・パワー・プランで規定されていた責務を無視していると非難

• CPPでは二酸化炭素排出量を2030年までに19%削減可能であるの
に対し、ACEでは0.7%のみの削減効果である旨を指摘

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/08/19/dirty

-power-

rule/41646

米国 6-U8 ULは、4R 

Energyに対
し再利用EV
バッテリー
の世界初の
認証を発行

8月19日 ULは4R Energy Corporationが、バッテリー再利用の評価基準である
UL 1974の認定を受けた世界初の組織となったことを発表

 4R Energy Corporation概要：
• エネルギー貯蔵システム用EVバッテリーの効果的な再利用に焦点を
当てた日産自動車と住友商事の合弁会社

 UL 1974概要：
• 名称：Standard for Evaluation for Repurposing Batteries

• 米国及びカナダの二国間規格として公開（2018年10月）
• 電気自動車（EV）及びその他のアプリケーション用に作成された
バッテリーパック、モジュール及びセルの並べ替えとグレード分けの
方法を概説

• バッテリーの状態を識別し、継続使用の実行可能性を判断するため
の評価を記載

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

issues-

world%27s

-first-

certificatio

n-

repurpose

d-ev-

batteries-

4r-energy
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米国 6-U9 EPAは、
RFSのセク
ション610
レビューに
関するパブ
リックコメン
ト期間を
延長

8月21日 米国環境保護庁（EPA）は、規制柔軟性法（Regulatory Flexibility Act 

(RFA)）セクション 610 に基づく再生可能燃料基準（RFS）に関する
パブリックコメント募集を9月23日まで延長

 RFAセクション610概要：
• 公布から10年以内に、多数の小規模事業体に重大な経済的影響を
与える、またはもたらすであろう各規則を審査するよう規制当局機関
に要求

Biomass 

Magazine

http://biom

assmagazi

ne.com/arti

cles/16406

/epa-

extends-

public-

comment-

period-on-

section-

610-

review-of-

rfs

米国 6-U10

再

Axne議員
は、EPAに
おけるRFS
免除誤用の
調査を要求

8月21日 Cindy Axneアイオワ州議員は、General Charles Sheenhan米国環境
保護庁（EPA）長官に対し、製油所に対する再生可能燃料基準（RFS）
免除の拡大適用への意思決定に関する調査を依頼する書簡を送付

 背景：
• 8月9日、EPAは31の小規模な製油所の免除（SRE）を承認

 書簡内容：
• 2008～16年の免除数は10未満であるのに対し、2016～18年には85
の免除が付与されたことを指摘

• SREに関し、2016年、2017年、2018年の付与数の調査を要求

Biomass 

Magazine

http://biodi

eselmagaz

ine.com/art

icles/2516

759/rep-

axne-

requests-

investigati

on-into-

epaundefi

neds-

misuse-of-

rfs-waivers
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米国 6-U11 ComEd、
Quanta 

Technology
及び
VELCOが
IEEE 

Power & 

Energy 

Society 

Corporate 

Engageme

nt Program
に参加

8月26日 ComEd、Quanta Technology及びVELCOは、IEEEによるIEEE 

Power & Energy Society Corporate Engagement Programに参加
 プログラム概要：

• 再生可能エネルギーシステムの設計と統合、スマートグリッドテクノロ
ジー、電気自動車等、卸売市場の設計と運用、資産管理等、最新の
知見を集結させるためのメンバーネットワーク

• 学会から産業界まで、様々な分野の専門家38,000人以上が参加

IEEE https://ww

w.ieee org/

about/new

s/2019/co

m-ed-

quanta-

technology

-velco-join-

ieee-

pes.html
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米国 6-U12 SavillsとUL
は、Healthy 

Buildingの
開発におけ
るブルー
プリント策定
に際し、
戦略的提携
を発表

8月28日 ULと総合不動産サービスSavills Davisは、中国におけるHealthy 

Building認証システム「Fitwel」の共同推進に関する戦略的協力協定を
締結（8月27日@中国）

 背景：
• ULは、中国におけるFitwelの推進と認証を担当
• Savillｓは、不動産所有者および資産運用会社向けに、ワンストップ
ソリューションの提供を推進
• 建築設計業務から、Fitwel、LEED、WELL、China Green 

Building Logo等を含むGreen Building やHealthy Buildingに
関するコンサルティングサービスを提供

 協力概要：
• WGを設立し、共同技術セミナー及びプロジェクト調査を実行し、建設
プロジェクトにおけるFitwelワンストップ認証サービスの提供を推進

• 将来的にSavillsは、Fitwel技術委員会の作業に参加し、中国規格へ
のローカリゼーションを実施予定

• ULは、Savillsに対し、専門家によるサポートと優先審査サービスを
提供予定

 （参考）Fitwel概要：
• 2017年、 アメリカ疾病予防管理センター（CDC） とUS General 

Services Administrationが立ち上げたHealthy Buildingに関する
認証システム

• 5,000以上の学術研究に基づき、動的設計により建物とコミュニティの
設計と運用を最適化し、居住者の健康及び福祉を向上

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/savills

-and-ul-

announce

d-

strategic-

cooperatio

n-drawing-

blueprint-

healthy-

building-

developme

nt
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米国 6-U13 化石燃料業
界でさえ、
EPAのメタ
ンの巻き戻
しを好まな
い

8月31日 米国環境保護庁（EPA)は、発電所、暖房システム、工業プロセスの主要
な燃料源である天然ガスの掘削と輸送からの温室効果ガス排出制限を
解除

 背景：
• 米国では、天然ガス採掘の増加によるエネルギー革命が起こった一
方で、天然ガスの主成分はメタンであるため、燃焼せずに大気中に浮
遊させると、単独で非常に強力な温室効果を持つことが判明

• オバマ政権下で天然ガスの生産と輸送におけるメタン排出制限を施
行（2016年）

• その後、トランプ大統領政権による本規制緩和により、各方面より批
判が殺到
• 短期的には業界に利益となるものの、長期的には不利益をもたら
す可能性があるとする指摘多数

Washington 

Post

https://ww

w.washing

tonpost.co

m/opinions

/even-the-

fossil-fuel-

industry-

doesnt-

like-the-

epas-

methane-

rollback/20

19/08/31/8

17a825c-

ca92-

11e9-

be05-

f76ac4ec6

18c story.

html?nore

direct=on
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エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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中国 6-C1 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
が、グリーン
ファクトリー
企業の代表
者に第三者
評価機関の
証明書を
発行

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスが、グリーンファクトリー
企業の代表者に第三者評価機関の証明書を発行
 グリーンファクトリープロモーションアライアンス会議において、6つの第三者評価
機関が、グリーンファクトリー認定企業の21社に対して第三者評価証明書を発行

 グリーンファクトリーの認定は、2016年の開始以降3回目

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5398

.html

6-C2 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
は、2冊目と
なるグリー
ンファクト
リー実践事
例集を発行

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、2冊目となるグリーン
ファクトリー実践事例集を発行
 グリーンファクトリークリエーションフォーラム2019 において当事例集の発行
を発表

 事例対象企業：
• Hisense Rongsheng（Guangdong）Refrigerator Co.、Ltd.、Huiyang 

Lenovo Electronics工業株式会社、中国石油化学公司鎮海精錬化
学公司、河北成新集団公司、河南新連新化学工業集団公司、中国国
家オフショア石油化学公司、北汽福田汽車公司南海自動車工場、
Shougang Jingtang Iron and Steel United Co.、Ltd.、Shanxi 

Taigang Stainless Steel Co.、Ltd.、Linyi Zhonglian Cement Co.、
Ltd、Dongguan Weimei Ceramic Industrial Park Co.、Ltd.（計11
社）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5399

.html
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中国 6-C3 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
は、「グリー
ンファクト
リー評価機
関自主規律
協定」の署
名式を開催

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスは、「グリーンファクトリー
評価機関自主規律協定」の署名式を開催
 グリーンファクトリーの評価とサービス提供のための基本原則、制度的コミットメン
ト、監督要件を明確にするためにアライアンスが策定

 協定署名者：
• 全国の15の第三者評価機関が協定に署名

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5400

.html

6-C4 グリーンファ
クトリープロ
モーションア
ライアンス
「グリーン
ファクトリー
クリエーショ
ンエキス
パート」が
開始

8月1日 グリーンファクトリープロモーションアライアンスによる「グリーンファクト
リークリエーションエキスパート」のイベント、「グリーンファクトリープロ
モーションアライアンスカンファレンス」及び「グリーンファクトリークリエー
ションフォーラム2019 」が開始

 目的：
• 「グリーンファクトリークリエーションエキスパート」により、グリーンファ
クトリープロモーションアライアンスのプラットフォームと専門家委員会
の技術的利点を活用し、中国でグリーンファクトリーをサポート

 実施概要：
• Zhao Bo中国電子技術標準化協会会長がアライアンスの議長を担当
• 会議後、参加者に対してグリーンファクトリーの診断とガイダンス、技
術情報の交換、標準化活動を実施

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5397

.html
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中国 6-C5 中国標準化
研究院と山
東産業技術
研究所が包
括的な戦略
的協力協定
に署名

8月2日 中国標準化研究院と山東産業技術研究所が包括的な戦略的協力協定に
署名（7月30日＠済南）
 齐鲁産業革新フォーラムにおいて署名式を開催

 協力協定概要：
• 省エネと節水、低炭素環境保護、グリーンエコロジー、新エネルギー
の開発、山東産業技術関連の標準化研究の強化、高品質なグリーン
開発標準の構築、標準化の基礎研究、工業化プロジェクト、高品質で
グリーンな開発に係る標準化等の分野に係る戦略的コンサルティング
サービス、プロジェクトのインキュベーション等について協力予定

 参加者：
• 済南市党委員会の副書記、山東省知事、CNISの環境部門、済南市
関連部門リーダー、企業のゲスト及び関連大学の学長等300人以上

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201908/t

20190802

45010.ht

ml

6-C6 「エネル
ギー効率融
資のプロ
ジェクト分類
及び評価ガ
イドライン」
等2つの国
家規格のレ
ビューを北
京で実施

8月2日 国家規格「エネルギー効率融資プロジェクトの分類と評価ガイドライン」と
「建築材料産業におけるエネルギー消費のオンライン監視に関する技術
要件」のレビューが完了（7月30日）
 国家エネルギー財団と標準化技術委員会（SAC / TC20 / SC11）により、下記2
つの規格のレビューが完了

 国家規格「エネルギー効率融資プロジェクトの分類と評価ガイドライン」
• エネルギー効率融資プロジェクトに関する世界初の規格。本規格は、
エネルギー効率融資プロジェクトの分類方法を定義し、エネルギー効
率融資プロジェクトの評価要件を標準化

 「建築材料産業におけるエネルギー消費のオンライン監視に関する技術要
件」

• 「建築材料産業におけるエネルギー消費のオンライン監視に関する技
術要件」は、建築材料業界の企業を対象としており、エネルギー消費
のオンライン監視に関する技術要件を明確化

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201908/t

20190802

45011.ht

ml
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中国 6-C7 大気汚染物
質制御分野
における環
境保護機器
に対する国
内初の強制
性能効率規
格が発行

8月5日 国家規格GB 37484-2019「集塵機のエネルギー効率の制限値とエネル
ギー効率評価」を発表（2019年4月4日。2020年5月1日より施行予定）

 規格概要：
• 国内初の中国の大気汚染物質制御分野における環境保護機器に対
する強制性能効率規格

• 集塵機のエネルギー効率規格、エネルギー効率限界値、及びエネル
ギー効率試験方法を指定

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201908/t

20190805

45019.ht

ml

6-C8 エアコンユ
ニットなど、
5種類の製
品の改訂会
議を実施

8月8日 ユニットエアコンなどの5種類の製品のエネルギー効率ラベリング実施規
則の改訂に関する会議を実施（8月1日~2日）

 実施概要：
• 関係当局、企業関係者、規則のドラフト作成スタッフらがエアコンユ
ニット、低周囲温度空気源ヒートポンプ（冷水）、ダクト空気供給（ヒート
ポンプ）、屋内照明用LED製品、道路照明用及びトンネル照明用LED
ランプのエネルギー効率ラベリングの修正実装規則のドラフトについ
て慎重かつ詳細な議論を実施

• 検証チームが改訂実装規則のドラフトのレビューを完了。規則実施の
ために関連当局に報告することを提案

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201908/t

20190808

45033.ht

ml
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中国 6-C9 2019年の主
要分野にお
けるグリー
ンテクノロ
ジー国家規
格策定の特
別計画に関
する国家標
準化管理委
員会の通知

8月9日 国家標準化管理委員会は、主要分野における18のグリーン技術の国家
規格を策定することを決定

 目的：
• 「科学技術省の市場志向グリーン技術革新システムの構築に関する
ガイドライン」を実施するためのグリーン技術標準システムの構築の
強化
（次頁に続く）

国家標準化委
員会(SAC)

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201908/P0

20190809

43404553

0471 pdf

6-C10 適合性評価
のための中
国国家認定
センターが
調査のため
に来訪

8月15日 中国国家適合性評価センターの副所長と技術部の関係者は、研究実施
のためCNISと西渓認証会社を訪問(8月14日)
 適合性評価技術、基準、評価方法、プロセスの観点から、スマートマニュファク
チャリングとグリーンマニュファクチャリングの発展において起こりうる変化につい
て議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5496

.html

6-C11 ティアン・シ
ホン、グラハ
ム・スチュ
ワート国際
貿易副大臣
と会談

8月22日 国家市場監督局の副局長であるTian Shihong氏は、英国の国際貿易副
大臣であるGraham Stewart氏とその代表団と会談(8月21日)

 討議事項：
• 会計監査業界と履物業界の標準協力
• 新エネルギー車の標準化協力、等

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1908/t201

90822 30

6200 html
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中国 6-C12 中国政府、
メタノール自
動車の製造
能力向上を
促進

8月29日 中国工業情報化部は第13回全国人民代表大会二次会議における第
3775号提案について、メタノール自動車を「自動車メーカーの平均燃料消
費量と新エネルギー自動車のポイント並行管理弁法」の対象とすることを
検討(8月28日)

 検討目的：
• メーカーによるメタノール自動車の製造能力向上を奨励し、メタノー
ル／ディーゼル二元燃料技術を普及

• メタノール商用車等、多様な車種の製品開発を実施し、市場の需
要を満たす

 関連標準化動向：
• 中国工業情報化部は全国自動車標準規格化委員会へ下記の業
界標準規格策定を指示
・「メタノール燃料エンジン技術条件」
・「メタノール燃料自動車技術条件」
・「ディーゼル／メタノール・デュアルフューエルエンジ技術条
件」
・「メタノール自動車エンジン潤滑油」
・「メタノール自動車燃料システム技術条件」
・「メタノール燃料自動車燃料消費量試験方法」 等

Japanese.Chi

na.Org.CN

http://japan

ese.china.

org.cn/busi

ness/txt/20

19-

08/29/cont

ent 75151

192.htm

1400
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© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギー
マネジ
メント

中国 6-C13 中国の産業
用インター
ネットセキュ
リティシステ
ムは、2020
年末までに
確立

8月30日 産業情報技術省と関連部門は、「産業用インターネットセキュリティ作業の
強化に関する意見書」を共同で発行
 意見書により、2020年末までに産業用インターネットセキュリティシステムが確立
されることを表明

 意見書中の開発案件の実施概要：
• 監督と検査、情報共有と通知、緊急時対応等の産業用インターネット
セキュリティ管理システムの確立を検討

• 企業のセキュリティシステムを構築し、機器、プラットフォーム、データ
の緊急時に必要となる産業用インターネットセキュリティ標準を、少な
くとも20規格策定予定

• 自動車、電子情報、航空宇宙、エネルギーなどの主要分野について
は、革新的且つ実用的な安全製品を少なくとも20件作成予定

• 競争力を持つ多くの産業インターネットセキュリティ企業の育成を予定

WS网经社
http://www.

100ec cn/d

etail--

6525314 h

tml

6-C14 Liu He氏が
第2回中国
国際知能産
業博覧会の
開会式に
出席
技術開発の
新たな機会
をつかみ、
スマート産
業の健全な
発展を促進

8月26日 国務院の副首相であるLiu He氏が、第2回中国国際スマート産業博覧会
に出席

 Liu He氏発言要旨：
• 中国が産業エコロジーの構築、技術基盤の強化、産業統合の促進、
人材育成とインセンティブの強化、法的監督の強化、国際協力の促進
に重点を置くことを強調

• スマート産業の発展によって、福祉の促進、効率性と雇用創出のバラ
ンス、プライバシーの尊重及び保護、倫理的利益維持が必要となる旨
言及

中央人民政府 http://www.

gov.cn/guo

wuyuan/20

19-

08/26/cont

ent 54247

70.htm
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(7/7)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（19/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.100ec.cn/detail--6525314.html
http://www.gov.cn/guowuyuan/2019-08/26/content_5424770.htm
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ベトナ
ム

6-A1 2020年の
品質・測定
規格の策定
計画につい
て議論

8月2日 STAMEQ（ベトナム規格・計量・品質総局）と天然資源環境省が2020年の
品質測定規格の策定計画について議論

 討議概要：
• 天然資源環境省が天然資源環境省2020年の品質・測定規格の策定
計画について報告し、STAMEQがそれに対してコメント

• 天然資源環境省は、STAMEQの要請に応じて、天然資源環境省が
策定した環境に関する11の国家技術規格に関する公表書類を補足
するよう関係部署に要請

• STAMEQは天然資源環境省に対して市場で流通している製造中の
製品及び輸入品の品質の検査を計画するよう要請

 参加者：
• Ha Minh Hiep規格・計量・品質総局副局長、 Nguyen Duy Hung天
然資源環境省科学技術部副局長、水文気象局・地質鉱物総局・総
務省下部ユニットのリーダー

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/08/thao

-luan-

huong-

dan-xay-

dung-ke-

hoach-

tieu-

chuan-do-

luong-

chat-

luong-

nam-2020/

マレー
シア

6-A2 マレーシア
企業が小規
模水力建設
の資金調達
のために
グリーン
スクークを
発行

8月6日 マレーシア企業が世界初の小規模水力建設の資金調達のためのグリー
ンスクークを発行
 マレーシアのTelekosang Hydro One Sdn Bhdは18年債のグリーンスクークを
発行し、水力発電所の建設資金を調達

 Telekosang向けグリーンスクーク概要：
• マレーシア証券委員会の持続可能及び責任投資スクークフレーム
ワーク、ASEANグリーンボンド基準、及びグリーンボンド原則の要件
に沿った世界初の小規模水力プロジェクト向けのスクークとして発行

Hydro Review https://ww

w.hydrowo

rld.com/arti

cles/2019/

08/malaysi

an-

company-

issues-

green-

sukuk-to-

finance-

small-

hydro-

constructio

n html
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/4)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（20/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://tcvn.gov.vn/2019/08/thao-luan-huong-dan-xay-dung-ke-hoach-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-nam-2020/
https://www.hydroworld.com/articles/2019/08/malaysian-company-issues-green-sukuk-to-finance-small-hydro-construction.html
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マレー
シア

6-A3

(

SIRIMがパ
ワフルな太
陽光街灯シ
ステムを
開発

8月6日 マレーシア標準工業研究所（SIRIM）が高エネルギー効率なリチウムイオ
ン電池を使用した太陽光LED街灯システムを開発

 背景：
• 通商産業大臣の月例集会にて太陽光発電LED街灯システムの立ち
上げが決定

 概要：
• SIRIMが環境に優しくエネルギー効率の良い複合ポールとリチウムイ
オン電池を使用した太陽光LED街灯システムを開発。シャーアラム地
域に46,000の街灯柱を設置する場合、二酸化炭素を年間21,000トン
削減可能

• 街路照明システムは、IoT技術と統合されており、機能をオンラインで
監視可能。停電の際は、スマートフォンを介して関連機関に自動的に
警告

マレーシア標準
工業研究所
（SIRIM）

http://www.

sirim.my/a

ssets/imag

es/misc/SI

R MNews/

SiaranMed

iaPerhimp

unanMITI.

pdf

インド
ネシア

6-A4 政府規制が
再生可能
エネルギー
プロジェクト
を阻害

8月7日 国内ステークホルダは、エネルギー鉱物資源省規制第50/2017がクリー
ンエネルギーの開発を阻害していると指摘
 インドネシアの太陽エネルギーの利害関係者が、エネルギー鉱物資源省規制第

50/2017等4つの規制がクリーンエネルギーの開発を阻害すると議論
 規制No.50 / 2017は、インドネシア国有電力会社の再生可能エネルギーの購入
価格の上限を定め、その価格を現地の電力生産コストに固定しているが、それで
は採算がとれず、再生可能エネルギー会社は操業不可能であると指摘

The Jakarta 

Post

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/08/06/gov

ernment-

regulations

-

stumbling-

block-for-

renewable

-energy-

projects.ht

ml
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/4)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（21/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.sirim.my/assets/images/misc/SIRIMNews/SiaranMediaPerhimpunanMITI.pdf
https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/06/government-regulations-stumbling-block-for-renewable-energy-projects.html
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タイ 6-A5 米国がタイ
の太陽エネ
ルギープロ
ジェクトに
投資

8月15日 米国貿易開発庁（USTDA）がタイの太陽光発電プロジェクトの実行可能
性調査のため、タイのエネルギー開発企業に資金提供

 資金提供概要：
• 資金提供は、米国のインド太平洋コミットメントの一環として実施
• USTDAは、Blue Solar社のスパンブリ県の太陽エネルギー貯蔵シス
テムの実行可能性調査に対して55万3,000米ドルを助成

• 助成金により、新しい技術と財政的な規制問題を含む太陽光発電プ
ロジェクトの実施方法分析への活用が期待

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/t

hailand/ge

neral/1730

351/us-

invests-in-

thai-solar-

energy-

project

6-A6 タイと韓国
が電気バス
の開発に
おいて提携

8月21日 タイと韓国間で電気バスの開発について合意。今後開発に向けバンコク
の気候・渋滞の適正についてのテストを実施し、タイ政府に提供を予定

 開発に係るステークホルダ（計11組織）：
【韓国機関】

• エジソンモーターズ(自動車メーカー)

• 産業通商資源部
• 韓国科学技術企画評価院(KISTEP) 等

【タイ機関】
• バンコク大量輸送公社
• タイ発電公社
• モンクット王工科大学トンブリ校 等

The Thaiger https://thet

haiger.co

m/news/as

ean/thailan

d-and-

south-

korea-

partner-

on-

developme

nt-of-

electric-

buses
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/4)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（22/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1730351/us-invests-in-thai-solar-energy-project
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インド
ネシア

6-A7 BSNがアジ
ア太平洋計
量計画の
ワークショッ
プをジョグ
ジャカルタで
開催

8月6日 アジア太平洋計量計画（APMP） 物質量技術委員会ガス分析ワーキング
グループの第17回ワークショップとAPMP 気候変動とクリーンエアに関す
るフォーカスグループワークショップが開催
（8月5～7日＠ジョグジャカルタ ）

 目的：
• 気候変動と清浄な空気に関連するガス計測技術と計測のトレーサビリ
ティに関する経験と知識の交換

 討議概要：
• 気候変動とクリーンエアに関するフォーカスグループワークショップで
は、温度、気流速度、粒子状物質、オゾン、ガス混合物（揮発性有機
化合物、温室効果ガス及び自動車排出ガス）の計測規格について議
論

• TCQMガス分析グループワークショップでは、ガスの計測における規
格とトレーサビリティについて具体的に議論。また、国際比較試験にお
ける及びAPMP と国家計量標準機関間の協力の可能性について議
論

• BSNは、インドネシアにおけるガス測定のトレーサビリティを保証する
ため、ガス分析の範囲に関するインドネシア国家標準（SNI）の策定に
関連する技術委員会（Komtek）を設立予定

 参加者：
• 海外の国立計量研究所、エネルギー業界、大学、ガス規格関係者等

39名

インドネシア国
家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

350/bsn-

selenggar

akan-

workshop-

metrologi-

se-asia-

pasifik-di-

yogyakarta

# XVws9uj

7TD4
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【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/4)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（23/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10350/bsn-selenggarakan-workshop-metrologi-se-asia-pasifik-di-yogyakarta#.XVws9uj7TD4
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国際 6-O1 Bank 

Windhoekと
IFCは、
無料のグ
リーンビル
ディング
ソフトウェア
を導入

8月20日 Bank Windhoekと国際金融公社（IFC）は、新興市場向けの無料
Excellence in Design in Greater Efficiencies（EDGE）グリーン
ビルディング認証システムを建設業界関係者に紹介（8月15日）

 EDGE概要：
• IFCが開発した世界150か国以上のオンラインプラットフォーム、
グリーンビルディング規格及び認証システム

• EDGEアプリケーションは、地域の気候環境内でグリーンを設計する
ための費用対効果の高いオプションの選択を補助

• ベースケースの建物と比較して、エネルギー使用量が20％減、
水使用量が20％減、素材エネルギーが20％減の場合、EDGE認証を
取得可能

 EDGEの紹介と共に、Bank WindhoekのグリーンボンドがEDGE認証を満たす
持続可能な資金調達方法であることも併せて紹介

New Era 

Publication 

Corporation

https://new

eralive.na/

posts/bank

-windhoek-

and-ifc-

introduce-

complimen

tary-green-

building-

software

6-O2 デザインに
よる
サイバー
セキュリティ

8月22日 IEC 62351:2018 Power systems management and associated 

information exchange - Data and communications security の
発行により、サイバー攻撃による電源障害の即時検出を可能に

 策定主体者：
• TC 57 - Power systems management and associated information 

exchange

 規定内容：
• トランスポート層とアプリケーション層の両方でセキュリティ要件を指定
• 規格に含まれるコードコンポーネントは、機械可読ファイルとしても
利用可能

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://blog

.iec ch/201

9/08/cyber

-security-

by-design/

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/kritis-

bedeutung

-

sicherung-

stromverso

rgungsnet

ze-

konstruktio

n
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（24/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://neweralive.na/posts/bank-windhoek-and-ifc-introduce-complimentary-green-building-software
https://blog.iec.ch/2019/08/cyber-security-by-design/
https://www.dke.de/de/news/2019/kritis-bedeutung-sicherung-stromversorgungsnetze-konstruktion
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国際 6-O3 IoTとスマー
トシティ：
アフリカが
ITU標準化
への参加を
拡大してい
る理由

8月28日 ITU 1st Digital African Week（@ナイジェリア）が開催。環境の持続可
能性のためのフロンティアテクノロジーについて議論し、今後アフリカ諸国
を中心に協力関係を築いていくことを確認

 開催目的：
• ITUの標準化に参加することで、国際的な新テクノロジーとその機能
に関する理解を深めるだけでなく、国内の政策やプログラムで特定の
ITU規格を確立するチャンスを獲得

 アフリカ諸国の将来的目標：
• アフリカにおけるスマートシティのイニシアチブとして、エネルギー効率
を改善し健康や教育、輸送などの分野における政府サービスの提供
を自動化

 （参考）現行の課題：
• 各国が取り入れたいと考えているスマートアクティビティに必要不可欠
である電力供給が不安定

• 都市部と農村部の接続性が悪い地域が存在。また経済格差も顕著
• アフリカ内においても国ごとで状況が多様

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/iot-

and-smart-

cities-why-

africa-is-

scaling-up-

its-

participatio

n-in-itu-

standardiz

ation/

6-O4 ISO / IEC 

27001の
信頼し得る
認証

8月29日 INTERNATIONAL ELECTRO TECHINCAL COMMISSION QUALITY 

ASSESSMENT SYSTEM FOR ELECTRONIC COMPONENTS
（IECQ）が、ISO / IEC 27001に最適な一貫した認証システムを提供

 ISO / IEC 27001の概要
• 情報セキュリティ管理システム（ISMS）の実装、維持、および継続的な
改善のための要件を定義

• 規格の解釈が異なることから多くの認証機関が独自の証明書を提供
しており、調和がとれず

 IECQの概要：
• 数百万のデバイスやシステムで使用される多種多様な電子部品の
供給、組み立て、関連する材料およびプロセスを対象とする世界的な
認証システム

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/reliabl

e-

certificatio

n-for-iso-

iec-27001/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（25/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://news.itu.int/iot-and-smart-cities-why-africa-is-scaling-up-its-participation-in-itu-standardization/
https://blog.iec.ch/2019/08/reliable-certification-for-iso-iec-27001/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O5 電池は世界
を回る

8月30日 IEC TC 21 Secondary cells and batteriesにおける電池に関する規格
策定の取り組みについて紹介

 背景：
• 可燃性のリチウムイオン電池による事故が多発しており、バッテリー
テクノロジーが重要視

 IEC/TC21概要：
• TC21の作業は2つの領域に大別されるが、双方でリチウムイオン
電池に関する知見を共有
• SC21Aでは、ニカド電池やニッケル・水素電池等、アルカリ電解液
を使用した電池の規格を策定

• TC21では、鉛蓄電池等の酸性電解液を使用した電池の規格を
策定

• 2018年、リチウムイオン二次電池に関し、IEC 62660-2:2018 

Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road 

vehicles - Part 2: Reliability and abuse testingを発行

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/batter

ies-make-

the-world-

go-round/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（26/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://blog.iec.ch/2019/08/batteries-make-the-world-go-round/
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エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O6 新規策定中
の規格は、
拡大した
排出による
気候への
影響定量化
に寄与

8月30日 ISOでは、気候変動における放射強制力の管理に関する「ISO/AWI 

14082RADIATIVE FORCING MANAGEMENT-- GUIDANCE FOR 

THE QUANTIFICATION AND REPORTING OF RADIATIVE 

FORCING-BASED CLIMATE FOOTPRINTS AND MITIGATION 

EFFORTS」を策定中
 背景:

• 既存の気候影響に関する定量化規格でカバーされていない特殊な
物質（温室効果ガス、水蒸気、粒子状物質）が存在

• 上記物質の排出量が年々増加しているため、定量化可能な新規格が
必要

 目的：
• 放射強制力の管理に効果的な取組の特定、特殊物質の削減に
関わる定量化し、報告の信頼性・一貫性・透明性を向上

 ISO/AWI 14082概要：
• 温室効果ガス、水蒸気、粒子状物質等、物質の放射強制力の測定と
定量化のためのガイダンス文書

• 既存の規格ではカバーされていない放射強制力に影響を与える物質
の気候フットプリントを定量化することにより、ISOの温室効果ガス排
出の規格範囲を拡大

• 組織における放射強制力や気候変動への影響軽減に関する推奨
事項は含まない

 放射強制概要：
• 地球が太陽から吸収するエネルギーと地球から宇宙に放出される
エネルギーの差

• 流入エネルギーが流出エネルギーを超えた場合と、地球の大気が
暖まり、温度は上昇

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref242

5 html
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（27/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.iso.org/news/ref2425.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O7 ITU Digital 

African 

Weekに
おいて環境
の持続可能
性のための
先進的な
技術につい
て議論

8月19日 第1回 ITU Digital African Weekを開催
（8月27～30日＠アブジャ、ナイジェリア）

 イベント概要：
• 政策立案者、規制当局、業界関係者、標準化の専門家が集まり、
環境の持続可能性を考慮したアフリカの行動について議論

• 関連する一連のイベントは、Nigerian Communications Commission
が主催

 実施予定事項：
• "Smart Sustainable Cities, Products and Services"：アフリカ諸国に
おける、評価指標を含むスマートシティへの移行をサポートするITU
規格を紹介予定

• ”Smart Sustainable Africa”：アフリカにおけるAI、ブロックチェーン、
IoT、IMT-2020/5G等の分野の国際規格活用に関する洞察を紹介
予定

• ”human exposure to electromagnetic fields in Africa”： ICTインフラ
ストラクチャから生じる電磁気の評価方法や規制の枠組み、政府の
情報提供ガイドライン等のツールを提供するITU規格を紹介予定

• "e-waste management and circular economy "：e-wasteやレアメタ
ルICTコンポーネントの処理、循環経済をサポートするITU規格を紹介
予定

• ITU-T Study Group 5 (Environment and circular economy) 及び
ITU-T Study Group 20 (Internet of Things and smart cities) は、
アフリカにおける標準化関連作業の優先順位について協議予定

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://new

s.itu.int/itu-

digital-

african-

week/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（28/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://news.itu.int/itu-digital-african-week/
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エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O8 第24回
World 

Energy 

Congressで
のクリーン
エネルギー
閣僚会議

8月19日 Clean Energy Ministerial (CEM)は、第24回World Energy 

Congressのサイドイベントを開催（＠アブダビ、アラブ首長国連邦）
 CEM概要：

• 2010年に設立された国際的なフォーラム
• 主要経済先進国が協力してベストプラクティスを共有し、
プログラムや政策整備を含めた、世界のクリーンエネルギー経済への
移行促進が目的

 イベント概要：
• 地域統合を含む、電力システムの変革に焦点を当てた6つの作業領
域を紹介予定

• 複数のCEMメンバー政府及び民間企業が講演予定

Energy 

Management 

Working 

Group
（EMWG）

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

clean-

energy-

ministerial-

event-

24th-

world-

energy-

congress
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（29/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/clean-energy-ministerial-event-24th-world-energy-congress
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1412



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E1 IABは、
Googleが
（ついに）
来年参加
する同意
フレーム
ワークを
ローンチ

8月21日 IAB Tech LabとIAB Europeは、GDPRに準拠したターゲット広告に
関する業界フレームワークTransparency＆Consent Framework
（TCF）2.0をリリース（8月20日）
 Googleは、2020年第1四半期末までに、フレームワークとの統合を目指す

 TCF2.0概要：
• 同意事項の収集・割り当てのためのパブリッシャーの入札ストリーム
オプションを大幅に拡張

• 企業の使用又は収集する特定の種類のデータと、広告キャンペーン
での役割の開示を義務化

Ad Exchanger https://ade

xchanger.c

om/online-

advertising

/iab-

groups-

launch-tcf-

2-0-a-

consent-

framework

-google-

will-finally-

join-next-

year/
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（1/10）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://adexchanger.com/online-advertising/iab-groups-launch-tcf-2-0-a-consent-framework-google-will-finally-join-next-year/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

ドイツ 7-E2 国際イー
コマース：
中国トレー
ダーへの
厳格な
ルール

ディーラー
協会は、プ
ラットフォー
ム運営者の
責任に関
する前進を
歓迎

8月22日

8月26日

バイエルン州政府は、連邦政府に対し、中国からのイーコマース製品に
関する規制厳格化のための申立てを実施

 背景：
• ドイツでの電子製品販売においては、WEEEに基づく番号指定が
必要であるが、Amazon上ではWEEE番号の指定がない中国の電子
製品の販売が拡大

• EUは、2021年までにイーコマースに関するルールを更新し、
イーコマース市場の監視強化を決定しているものの、バイエルン州
政府にとっては早急に規制強化の必要有

 申立て事項概要：
• 中国企業が商品を提供するイーコマースプラットフォームは、欧州
およびドイツの規制に基づいた商品を提供を行う義務を負うべき

 今後の予定：
• 連邦議会は、プラットフォーム者の責任に関する申立ての承認を実施
予定（9月20日）

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/309

0-e-

commerce

-

internation

al-

strengere-

regeln-

china-

haendler-

falsche-

amazon-

mails-

zalando-

liefert-

fremd

https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/309

5-

haendlerb

und-

begruesst-

bayerische

n-vorstoss-

zur-

haftung-

von-

plattformb

etreibern
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（2/10）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3090-e-commerce-international-strengere-regeln-china-haendler-falsche-amazon-mails-zalando-liefert-fremd
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3090-e-commerce-international-strengere-regeln-china-haendler-falsche-amazon-mails-zalando-liefert-fremd
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電子
商取引
（Eコ
マース）

ドイツ 7-E3 Händlerbun

dネット上の
広告の
ラベル付け
に関する
明確なルー
ルを要求

8月27日 Händlerbund は、ネット上の広告のラベル付けに関し、明確なルールを
要求する文書を発表

 背景：
• Youtube、Instagram、Facebook等のプラットフォームでの広告と
コンテンツの境界線に関する議論が台頭

• 連邦経済エネルギー省は、テレメディア法及びその他関連法の改正
草案を公表（7月22日）

 文書内容：
• 現在の改正草案においては、一部のルールが不明確であり、解釈の
相違が発生する可能性を指摘

• 消費者の透明性を高めるため、明確なルールに基づく情報及び
ラベルの表示義務を要求

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/309

6-

haendlerb

und-

fordert-

klare-

regelung-

zur-

kennzeich

nung-von-

werbung-

im-internet
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(3/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（3/10）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3096-haendlerbund-fordert-klare-regelung-zur-kennzeichnung-von-werbung-im-internet
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電子
商取引
（Eコ
マース）

米国 7-U1 より多くの
消費者が
イーコマー
スに依存し
ており、
倉庫の持続
可能性への
動きに注目
が集中

8月12日 イーコマースの取引量が増加する中、倉庫の効率化、二酸化炭素排出量
の削減のための持続可能な技術・運用支援に際し、ASTM規格・IEC規格
が貢献していることをANSIが紹介

 紹介されている関連規格（抜粋）:
• ASTM E3056-16（Standard Guide for Strategic Warehousing）

ANSIのメンバーであるASTM Internationalが策定。倉庫業務の戦略
策定により、効率が向上し、環境への影響軽減に貢献

• IEC 62386-304,（Digital Addressable Lighting Interface – Part 

304: Particular Requirements – Input Devices – Light Sensor）
IEC/TC34(ランプ及び関連機器)によって開発され本TCの米国国立
委員会（USNC）米国技術諮問グループ（TAG）管理者は、米国電気
製造業者協会（NEMA）が担当。昼光センサーを備えた照明器具の使
用に貢献

米国規格協会
（ANSI）

https://www

ansi org/ne

ws publicat

ions/news

story?menu

id=7&article

id=4d18c53

0-3061-

464a-b276-

b0925c7fb3

0b
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【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（4/10）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=4d18c530-3061-464a-b276-b0925c7fb30b
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中国 7-C1 規格案によ
り中国のア
プリが収集
できる個人
データを
標準化

8月13日 国家情報セキュリティ標準化技術委員会がデジタルデータ収集に関する
国家規格のドラフトを公開

 規格（案）概要：
• 地図ナビゲーション、配車、インスタントメッセージ、ブログとフォーラム、
オンライン支払い、ニュースメディア、オンラインショッピングなど、21
種類のインターネットサービスにおける最小限の情報要件を特定

• アプリ開発者がサービスの性質に関係のない個人情報へのアクセス
を防ぐのに有用なものとして期待

Caixin Global https://ww

w.caixinglo

bal.com/20

19-08-

13/draft-

regulation-

may-

standardiz

e-the-

personal-

data-apps-

in-china-

can-

collect-

10145036

3 html

7-C2 ワッツアップ
がモバイル
決済でイン
ドネシア国
営銀行など
と交渉

8月23日 ロイター通信はワッツアップがインドネシアにおけるモバイル決済サービ
ス導入に向け、現地の国営銀行や企業と交渉していると公表（8月20日）

 交渉先：
• マンディリ銀行（インドネシア国営銀行）
• ゴジェック（配車サービス）
• DANA（中国アントフィナンシャルが展開する決済事業）
• OVO（電子マネーサービス）

Cointelegraph
ジャパン

https://jp c

ointelegra

ph.com/ne

ws/facebo

ok-owned-

whatsapp-

looks-to-

launch-

digital-

payments-

in-

indonesia

7-C3 「電子請求
書ビジネス
プロセス仕
様」の国家
標準に関す
る通知

8月26日 SACの国家電子ビジネス標準化技術委員会(SAC/TC 83)が1件の国家
規格草案を作成し、コメントを募集中(9月23日締切)

 意見募集中の規格：
• 「電子請求書ビジネスプロセス仕様」(プロジェクト番号：20184738-T-

469)

中国標準化研
究院（CNIS）

https://www

cnis.ac.cn/

bydt/bzyjzq/

gbyjzq/201

908/t20190

826 45062.

html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（5/10）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

再掲

再掲

https://www.caixinglobal.com/2019-08-13/draft-regulation-may-standardize-the-personal-data-apps-in-china-can-collect-101450363.html
https://jp.cointelegraph.com/news/facebook-owned-whatsapp-looks-to-launch-digital-payments-in-indonesia
https://www.cnis.ac.cn/bydt/bzyjzq/gbyjzq/201908/t20190826_45062.html
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中国 7-C4 広西チワン
族自治区は、
技術革新結
果の適用を
促進するた
めに、産業
用インター
ネット産業
同盟を設立

8月30日 CECRCは広西産業インターネット産業同盟の設立を公表
(8月29日＠南寧)

 同盟参加者：
• 通信事業者、関連大学、研究機関、地元の産業企業を含む116機関

 同盟における活動内容：
• 広西チワン族自治区の産業用インターネット産業の開発計画と特別な
政策の開発支援を目的に、産業用インターネットの生産、学習、研究
における交流と協力の実施

 同盟成立の背景：
• 「広西チワン族自治区における貧困緩和のための電子商取引支援の
実施規則」発行（2018年4月9日）

• 規則内において、2020年までに300人以上の農村者へeコマース関
連のトレーニングを受講するための支援を提供することを明確に規定

WS网经社
（中国電子商務
研究中心
(CECRC)）

http://www.

100ec cn/d

etail--

6525313 h

tml

http://www.

100ec cn/d

etail--

6524289 h

tml

7-C5 「第16回中
国標準化
フォーラム」
の開催に関
するお知ら
せ

8月14日 CAS（中国標準化協会）が「第16回中国標準化フォーラム」を開催予定で
あることを発表(10月14日～15日@河南省(予定))

 フォーラムのテーマ「標準化戦略と高品質の開発」の下、8つのサブフォー
ラムを同時に開催予定

• サブフォーラム内容(抜粋)：
• 電気及び電子標準化サブフォーラム(テーマ：家電製品の標準化と
製品品質の向上)

• サービス貿易標準化サブフォーラム(テーマ：越境電子取引、共有
経済の標準化)

中国標準化協
会(CAS)

http://www.

china-

cas org/zx

dtxhtz/187

6 jhtml

1418

【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（6/10）
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再掲

http://www.100ec.cn/detail--6525313.html
http://www.china-cas.org/zxdtxhtz/1876.jhtml
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電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C6 アリババ国
際標準化研
究所は、商
工会議所を
訪問

8月19日 全国電子商取引品質管理標準化技術委員会事務局、アリババ国際標準
化機構、アリババ国際標準化研究所が国際貿易商業産業推進委員会を
訪問(8月15日)
 CCPIT及びアリババ国際標準化機構それぞれが標準化活動参加について紹介

 CCPIT紹介内容：
• 全国のEコマース品質管理標準化技術委員会(SAC/TC563)の作業
参加について紹介

• eコマースと越境eコマースの国家標準、業界標準及びグループ標準
に関するベストプラクティスの蓄積について紹介

 アリババ国際標準化機構紹介内容：
• 電子商取引、グローバルな持続可能な開発国際標準化都市同盟にお
ける国際標準化の実務経験を紹介

• アリババ国際標準化機構の業務概要を紹介
 「新技術、新分野、新ビジネスモデル」を重視し、ソーシャルeコマース及び将来の
コミュニティサービスの持続可能な開発基準における協力を実施し、共同で国際
標準化作業を促進することについて合意

中国国際貿易
促進委員会商
業産業委員会
教育訓練部
(CCPIT)

http://www.

ccpitedu or

g/index as

px?lanmui

d=62&subl

anmuid=5

64&id=232

6
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電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C7 第1回北東
アジア電子
商取引サ
ミットを開催

8月27日 CECRCは「第1回北東アジアEコマースサミット・第5回中国（長春)コマー
ス産業サミット」の開催を発表(＠長春)
 「第12回中国北東アジア博覧会」開催に合わせて開催

 サミットテーマ：
• 「融合・革新、インターネットで北東アジアを結ぶ」

 サミット開催目的：
• 多国間・二国間対話を通じ、各経済体と互恵の協力メカニズムを構築
し、EC交流・協力を積極的に促進

 サミット参加者：
• 日本、韓国、モンゴル、ロシア及びその他各国より、約600人

 サミットにおける中国商務部電子商務司 発言要旨：
• 中国のネット通販の売上高は2018年に9兆元を突破
• 中国は2016年以降ベトナム、ロシア、ニュージーランド、ブラジル、イ
タリア等19カ国と、ECに関する了解覚書を締結し、協力パートナーを
拡大中

WS网经社
（中国電子商務
研究中心
(CECRC)）

AFPBB News

http://www.

100ec cn/d

etail--

6524766 h

tml

https://ww

w.afpbb.co

m/articles/-

/3241609
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電子
商取引
（Eコ
マース）

シンガ
ポール

7-A1 シンガポー
ルの金融
サービス及
び電子決済
会社は、来
年8月から
新たなサイ
バーハイ
ジーン規則
に従う必要
あり

8月6日 シンガポール金融庁（MAS）が、サイバーハイジーンに関する必須規則を
発表

 規定内容：
• 金融サービス及び電子決済会社は、来年8月からサイバーハイジーン
規則の遵守が必要

• 金融機関は、強力なパスワード、多要素認証、及び許可されていない
ネットワークトラフィックを制限するファイアウォールへの対応が必要

 実施当局：
• MASはサイバーハイジーンを義務付ける世界初の金融当局として
機能
• なお、MASは、2020年1月に、金融機関が0.01ドルを超えるすべ
ての電子決済取引について消費者にアラートを送信することを要
求する新しい決済サービス法も導入予定

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/t

ech/financi

al-

services-

and-e-

payment-

firms-in-

spore-

must-

follow-

new-

cyber-

hygiene-

rules-from-

next

タイ 7-A2 タイは来年
Eコマース税
を計画

8月26日 タイは来年、国内でブームとなっているEコマースに付加価値税を導入す
ることを計画

 背景：
• タイでは、起業家がFacebook、Instagram、Lineなどのメッセージアプ
リを介して顧客に直接製品を販売するEコマースが急増

• タイの電子取引開発局の最新のレポートによると、2017年のタイの
ソーシャルメディア経由の売り上げは、334.2億バーツ（≒1,092億ド
ル）

 今後の予定：
• 税務当局は本年中に、議会の承認を要求（関係者予想）
• Eコマース税の導入により、年間30億から40億バーツ（9,800万~1億

3,100万ドル）が徴収される見込み

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-

thailand-

tax-

ecommerc

e/thailand-

plans-e-

commerce

-tax-next-

year-

idUSKCN1

VG0ZM
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https://www.straitstimes.com/tech/financial-services-and-e-payment-firms-in-spore-must-follow-new-cyber-hygiene-rules-from-next
https://www.reuters.com/article/us-thailand-tax-ecommerce/thailand-plans-e-commerce-tax-next-year-idUSKCN1VG0ZM


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

シンガ
ポール

7-A3 国民登録
カード
（NRIC）の
データ収集
ルールが日
曜日から
厳格化

8月27日 9月1日から国民登録カード（NRIC）の番号の収集、使用、開示、コピーの
作成が法的に禁止

 背景：
• NRIC番号は、抽選や会員申込書、駐車場の引き換え等、さまざまな
用途で使用されていたが、NRIC番号を使用して個人に関するデータ
を取得することが可能であり、不当利用の可能性が顕在化

 規制概要：
• 個人情報保護委員会（PDPC）が、昨年のNRICアドバイザリーガイド
ラインの変更により、9月1日から組織が個人のNRICを物理的に保持
して番号を収集することが禁止となることをリマインド

• 今後、NRIC番号を取得できるのは、金融・不動産関連取引や、電話
回線への加入、医師の予約、ホテルへのチェックインなど、法律で必
要とされる場合のみ

• 違反した場合、最大100万ドルの罰金

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/t

ech/stricter

-nric-data-

collection-

rules-to-

kick-in-

from-

Sunday
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共通 欧州 8-E1 ETSIは、緊
急通信用の
IOTデバイ
スに関する
レポートを
発行

8月1日 ETSI Special Committee EMTEL (emergency communications)は、
ETSI TR 103 582 Study of use cases and communications 

involving IoT devices in provision of emergency situationsを発行
（7月）

 ETSI TR 103 582概要：
• 緊急事態におけるIoTデバイスを含む通信の提供に関するユース
ケース及び、安全性向上のための標準化要件に関する推奨事項を
記載

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

634-2019-

08-etsi-

issues-

report-on-

iot-

devices-

for-

emergenc

y-

communic

ations

ドイツ 8-E2 AIのタイム
テーブルを
設定

8月2日 DINは連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で、AIの標準化ロードマップ
に関するステアリングコミッティを設立（8月1日）
 BMWiは、AIの標準化に関するロードマップの策定が、ドイツ企業の
イノベーション促進及び国際市場における競争力強化に寄与することを期待

 DINは、アクションフレームワークの作成により、ドイツ及びヨーロッパのAI標準を
国際レベルに引き上げることを期待

 ステアリングコミッティー参画者：
• 産官学より、18のメンバーが運営として参加

 今後の予定：
• ロードマップ開発のキックオフ（10月16日＠ベルリン）
• Digital Summit 2020にて、ロードマップを公開

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/wei

chen-

stellen-

fuer-den-

ki-

fahrplan-

339898
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https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1634-2019-08-etsi-issues-report-on-iot-devices-for-emergency-communications
https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/weichen-stellen-fuer-den-ki-fahrplan-339898
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共通 英国 8-E3 SIN SGが
デジタル
政府サービ
スの新しい
UK-SG 

MoU締結を
促進

8月6日 英Government Digital Service (GDS) とシンガポールGovTech 

Agency (GovTech) は、デジタル政府サービスの設計と実施に向けた
協力のためMoUを締結（6月＠ロンドン）

 概要：
• GDSとGovTechは、政府職員のデジタルスキルを構築、政府関連情
報、データ、ソフトウェアへのオープンスタンダード適用等に
おいて、ナレッジ及びベストプラクティスを共有

 （参考）：
• 当MoUについては、SIN Singapore が仲介し、3年間の交渉の末、締
結

• デジタル政府サービスは、シンガポールのSmart Nation
プログラムの6つのイニシアティブのうちの一つ

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/sin-

sg-

facilitates-

new-uk-

sg-mou-in-

digital-

governme

nt-services

ドイツ 8-E4 サーバーお
よびデータ
ストレージ
製（ENTR 

Lot 9）の
エコデザイ
ン規制が
施行

8月6日 欧州委員会（EC）は、Commission Regulation (EU) 2019/424に
基づき、サーバー及びデータストレージ製品のエコデザイン要件に関する
standardization request (SReq)のドラフトをCEN CENELEC 

Management Center (CCMC)に提出（7月16日）
 背景：

• サーバー及びデータストレージのエコデザインに関し、Directive 

2009/125/EC（エネルギー使用製品のエコデザインに関する指令）に
基づくCommission Regulation (EU) 2019/424を発行
（2019年3月15日）

• 規定されたエコデザインの適用により、2030年までに
年間約9 TWhのエネルギー節約につながると推定

 SReq概要：
• 測定方法のための整合規格の開発と、重要なエコデザイン要件を満
たすパラメーターの計算に関する内容を記載

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/ener-

lot-9-fuer-

server-

und-

datenspeic

herprodukt

e-in-kraft

1425

【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/7)
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共通テーマ別情報詳細

https://www.gov.uk/government/news/sin-sg-facilitates-new-uk-sg-mou-in-digital-government-services
https://www.dke.de/de/news/2019/ener-lot-9-fuer-server-und-datenspeicherprodukte-in-kraft
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共通 欧州 8-E5 EUは規格
に関する
利害関係者
との会合を
設立

8月9日 欧州委員会（EC）は、Regulation (EU) No 1025/2012の実装に向け、
整合規格に関するガイドライン作成推進のため、利害関係者と協議を
開始

 策定ガイドライン概要：
• ECは、Guidance on practical aspects of the implementation of 

Regulation (EU) No.1025/2012 – Consultation of stakeholdersを
公開

• 当ガイドラインでは、整合規格策定に際し、欧州委員会と標準化機関
の役割及び責任、プロセスの効率性及びスピードについて規定予定

 今後の予定：
• 当ガイドラインに対するコメントを2019年9月27日まで募集

フィンランド
規格協会
（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/eu

kaynnisti

sidosryhm

akuulemis

en standa

rdeista.51

84.news

ドイツ 8-E6 IEC 62443：
産業界のサ
イバーセ
キュリティに
関する国際
規格シリー
ズ（自動化）

8月13日 DKEは、産業オートメーションおよび制御システム（IACS）のサイバー
セキュリティに関する国際規格IEC 62443シリーズを紹介

 IEC 62443概要：
• IEC 62443シリーズは、IACSにおいてオペレーター、インテグレー
ター、及び製造業者を総合的にカバー

• コンポーネントとシステムの整合性と可用性を改善し、IACSの安全な
展開と実装の基準を提供

 国内規格化に向けた取り組み：
• DKEは、ドイツ規格としてDIN EN IEC 62443 (VDE 0802) を発行

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/themen/c

ybersecurit

y/iec-

62443
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共通分野関連記事詳細（3/27）

共通テーマ別情報詳細

https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/eu_kaynnisti_sidosryhmakuulemisen_standardeista.5184.news
https://www.dke.de/de/themen/cybersecurity/iec-62443
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共通 ドイツ 8-E7 BMWiでの
AIに関する
ドイツートル
コ間の協議

8月22日 AIに関するドイツートルコ間協議を開催
（8月22日@連邦経済エネルギー省（BMWi））

 出席者：
• ドイツ：Peter Altmaier連邦経済エネルギー大臣
• トルコ：Mustafa Varank産業技術大臣

 討議内容：
• AI、インダストリー4.0、デジタルトランスフォーメーション等が企業に
与える経済可能性

 Peter Altmaier連邦経済エネルギー大臣発言要旨：
• 「経済のデジタル変革を成功させるためには、データ交換や統一規格
の交換等における国際間の協力が必要不可欠」

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190822-

deutsch-

tuerkische-

konferenz-

zu-

kuenstlich

er-

intelligenz.

html

欧州 8-E8 Googleは、
デジタル広
告用に収集
されたデー
タに関する
より厳格な
基準を提案

8月22日 Googleは、デジタル広告を目的として収集されたデータに関し、
ユーザーが持つべき制御に関する業界標準策定の提案を発表

 提案概要：
• 広告の配信に関して、ユーザーがデータのプライバシー設定をより
細かく制御可能にすることを提案

• パブリッシャー、広告主、広告技術ベンダー等、業界関係者からの
フィードバックを収集

 目的：
• メディア及び広告関連ビジネスが、Internet Advertising Bureau 

EuropeとIAB Tech LabによるGeneral Data Protection Regulation
の要件を満たすこと
• Googleの提案はIAB主導の既存のプライバシーフレームワークを
補完

DIGIDAY https://digi

day.com/m

edia/googl

e-

proposes-

tighter-

standards-

around-

data-

collected-

for-digital-

ads/
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共通 欧州 8-E9 EUは顔認
識技術に
関する新規
制を検討

8月23日 EUは、顔認識監視技術の無差別使用に対する規制強化を検討中
 Ursula von der Leyen次期欧州委員会委員長は、就任後100日以内に法案を
公表し、人間と倫理に対するAIの影響を欧州がどう扱うかという方針を統一する
ことを発表

 現在EUにおいては、顔認識監視技術を含む、AI規制の世界標準を設定する
新しい法規制を検討中
※現行規制の策定計画について公表なし。但し、EUは専門家部会の提案を
踏まえて今後の方針を決める旨言及

AL JAZEERA 

AND NEWS 

AGENCIES

日本経済新聞

https://ww

w.aljazeer

a com/new

s/2019/08/

eu-seeks-

regulation-

facial-

recognition

-

technology

-

19082216

4833919 h

tml]

https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXMZO48

909160T2

0C19A800

0000/

ドイツ 8-E10 専門家ワー
クショップ
「倫理とAI」
に関する
報告

8月19日 DKEとVDEは、倫理とAIに関する専門家ワークショップを開催
（7月8～9日＠フランクフルト、ドイツ）

 概要：
• AIシステムの要件に関する標準化の可能性に焦点を当て、技術的
フレームワーク、AIの検証可能性、及び人間、機械、AI間の責任に
ついて議論

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/bericht-

experten-

workshop-

ethik-ki
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https://www.aljazeera.com/news/2019/08/eu-seeks-regulation-facial-recognition-technology-190822164833919.html
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共通 ドイツ 8-E11 AIの標準化
に関する
ロードマップ
に関する
キックオフイ
ベント

8月26日 DIN及びDKEは、AIの標準化ロードマップ策定に向けたキックオフ
イベントを開催予定（10月16日＠ベルリン）

 背景：
• DINは連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で、AIの標準化ロード
マップに関するステアリングコミッティを設立（8月1日）

 討議予定内容：
• AIの基本的な理解（AIの要素、定義、分類）
• 水平トピック（倫理、セキュリティ、品質）
• 業界別AIアプリケーション（インダストリーオートメーション、モビリティ、
ロジスティクス、医療）

 スケジュール：
• 午前は、現在のAI開発状況に関するカンファレンスを実施
• 午後は、専門家が様々なトピック毎に集まり、ワークショップ形式にて
ロードマップ策定作業を開始

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/auft

aktveranst

altung-zur-

normungsr

oadmap-

ki-344594

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/die-

weichen-

stellen-

fuer-

kuenstlich

e-

intelligenz
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共通 スウェ
ーデン

8-E12 標準は国際
貿易におけ
る政治的
ツールか？

8月28日 SISは、欧州と中国における標準の地政学的な影響に関するワークショッ
プに参加（＠Utrikespolitiska institutet ストックホルム、スウェーデン）

 背景：
• 近年、中国は国際標準化機関で大きな存在感を獲得すると同時に、
中国国家規格を国際化する戦略を実施

• 欧州と中国は、双方の貿易促進を目的に、Seconded European 

Standardization Expert for China (SESEC)を開始
• 標準化活動促進、欧州企業の中国市場参入支援、中国の
標準化支援等を実施

• CEN、CENELEC、European Telecommunications Standards 

Institute （ETSI）、欧州委員会（EC）及び欧州
自由貿易連合（EFTA）が中心となり、運営

 参加者：
• 欧州の標準及び地政学に関する30人以上の専門家

 討議内容：
• 標準化分野における中国の力及び欧州への地政学的な示唆

• Utrikespolitiska institutetの2019年2月版レポートを引用
• ISOとCENにおける国際的な標準策定の役割を巡る競争の激化
• 中国による国内市場保護を目的とした標準の国際化推進の問題

 （参考）Utrikespolitiska institutet概要：
• 1938年に設立した、国際関係及び外交に関する調査及び分析を行う
スウェーデンの独立機関

Swedish 

Standards 

Institute(SIS)

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/standar

der-ett-

politiskt-

verktyg-i-

global-

handel/
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共通 米国 8-U1 NISTがIoT
デバイスの
ドラフトセ
キュリティ
機能の推奨
事項を公表

8月1日 NISTがIoTセキュリティに対するリスク軽減のため利用可能なベスト
プラクティスを促進するべく自主ガイダンスを発表

 ガイダンス名称：
• NISTIR 8259 (DRAFT) Core Cybersecurity Feature Baseline for 

Securable IoT Devices: A Starting Point for IoT Device 

Manufacturers

 ガイダンス概要：
• 自宅、病院、または工場向けに設計されているかどうかに関係なく、
ネットワーク対応デバイスへの包含が推奨される一連のサイバー
セキュリティ機能を対象

• IoTデバイスへ何をすべきか、どのセキュリティ機能を搭載すべきかに
ついての推奨事項を提供

• NISTIR 8228（Considerations for Managing Internet of Things 

Cybersecurity and Privacy Risks）を補完
 ガイダンス策定までの今後の流れ：

• NISTはガイダンスのさらなる改善のためワークショップを開催、また
草案の側面を利害関係者コミュニティと議論するための分科会を開催
予定（8月13日）

• パブリックコメントを受付（9月30日締め切り）、それを基にドラフトの
改訂作業を開始

米国標準
技術局 （NIST）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

8/nist-

releases-

draft-

security-

feature-

recommen

dations-

iot-devices
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共通 米国 8-U2 TIAがデー
タセンター
向け
ANSI/TIA-

942認証
スキームを
立ち上げ、
プログラム
運用役に
Certacを
選定

8月7日 Telecommunications Industry Association (TIA) とANSIは
ANSI/TIA 942規格に準拠したデータセンターに対し、監査及び認証を
行う新しい認証スキームを発表
 TIAは、規格への適合性の検証を提供する機関である適合性評価機関（CAB）と
してCertacを選択

 Certac概要：
• 認定機関及び認証機関にプログラムサービス管理を提供する国際
組織

 ANSI/TIA-942対象：
• 通信インフラストラクチャーの他、サイトの場所、建造物の建築的、
物理的構造、電気的及び機械的インフラ、火災安全性、物理的セキュ
リティ等、ミッションクリティカルなデータセンターのすべての側面

PR Wire https://kyo

donewspr

wire.jp/rele

ase/20190

8079554

米国 8-U3 安全と人工
知能の未来
を推進

8月13日 AIの未来を信頼可能なものとするための取り組みの一環として、
ULがPartnership on AI (PAI) に参画

 PAI概要：
• AIの利用について研究する非営利団体。アマゾン、グーグル、

Facebook、IBM、Microsoft等の企業が参加
 PAI内でのULの役割：

• ULは安全に関する知識を活用して、安全性クリティカル
AIワーキンググループに参加

• ワーキンググループにおいて、標準開発、AIインシデントデータ
ベース、AIセーフティプライマー等のプロジェクトに関与

• UL担当者はUL規格をPAIの調査結果へどのように反映可能か
把握することを目的とし、全ワーキンググループにおいて広範囲に
研究に協力

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/advan

cing-

future-

safety-

and-

artificial-

intelligenc

e
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共通 米国 8-U4 計画は、AI
規格開発に
おける連邦
政府機関の
関与の優先
順位を概説

NISTは、AI
の技術標準
とツールを
開発する
ための連邦
政府の関与
計画を公開

8月15日 米国国立標準技術研究所（NIST）はAI標準の開発において連邦政府
機関の関与を優先させる計画を公表

 計画概要：
• 名称：U.S. Leadership in AI: A Plan for Federal Engagement in 

Developing Technical Standards and Related Tools 

• 計画は大統領令「AIにおけるアメリカのリーダーシップの維持」に対応
しており、さらにNISTの活動も参照
• （参考）NISTに対し大統領令（Executive Order on Maintaining 

American Leadership in Artificial Intelligence）を発令
（2019年2月）。これを受けＮＩＳＴが計画を策定、発表
※大統領令にて強調された内容（抜粋）：
• 技術規格において悪意のある攻撃者からの攻撃に対する
脆弱性を最小限に抑え、AI技術を使用するシステムに対する
イノベーション、公共の信頼性に対する連邦政府の優先順位を
反映することを保証

• 上記優先事項を促進し保護することを目的とし、国際標準を
開発

米国標準
技術局 （NIST）

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

8/plan-

outlines-

priorities-

federal-

agency-

engageme

nt-ai-

standards-

developme

nt

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

249d7ede-

1c4e-40bf-

b587-

b6dda621

58df
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共通 米国 8-U4

（続き）

計画は、AI
規格開発に
おける連邦
政府機関の
関与の優先
順位を概説

NISTは、AI
の技術標準
とツールを
開発する
ための連邦
政府の関与
計画を公開

8月15日 米国国立標準技術研究所（NIST）はAI標準の開発において連邦政府
機関の関与を優先させる計画を公表
（前頁の続き）

 計画中における4つの推奨事項（抜粋）
• 1．AI規格関連の知識、リーダーシップ、及び連邦政府機関間の調整
を強化し、効果と効率を最大化

• 2．信頼性の側面を実際に標準に組み込む方法の広範な調査と理解
を促進及び加速するため、集中的な研究を促進

• 3．官民パートナーシップを支援・拡張して、AI標準や関連ツールを
開発・使用し、信頼性、堅牢性、信頼性の高いAIを推進

• 4．米国の経済的及び国家安全保障のニーズに対応するAI標準を
国際的に推進するため戦略的に関与

 計画策定までの流れ：
• 本計画に関するワークショップを開催（5月30日）
• 計画案を発表（7月2日）
• 計画案に対し産業界、学界、政府機関を含む40以上の組織からコメ
ントを受領済み

 （参考）本計画におけるANSIの参画状況：
• ANSIはNISTにAI技術標準に関連する現在の状態、計画、課題、
機会についてコメントを提供

米国標準
技術局 （NIST）

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

8/plan-

outlines-

priorities-

federal-

agency-

engageme

nt-ai-

standards-

developme

nt

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

249d7ede-

1c4e-40bf-

b587-

b6dda621

58df
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共通 米国 8-U5 KTL・UL、
北米技術
サポートを
強化する
ためのMoU
に合意

8月18日 韓国産業技術試験院（KTL）はULとグローバル安全認証包括業務提携
の推進に合意（8月8日）
 KTLはUL Koreaと両機関間の包括的業務協力を推進することを協議し、MoUを
締結したと発表

 MoU内容
• 電池分野のほか、家電機器分野の製品テスト領域における協力拡大
• エンジニア教育を含む技術協力
• 新事業分野の新たな協力案の発掘・推進

kharn http://www.

kharn.kr/n

ews/article

.html?no=

10447

米国 8-U6 Lockheed 

Martinがサ
イバーセ
キュリティ
標準化モデ
ルを展開

8月22日 Lockheed Martin Corporationがサイバーセキュリティリスク測定にお
ける方法及びプロセスに関して、新たなフレームワークであるCyber 

Resiliency Level (CRL) モデルを展開
 Cyber Resiliency Level (CRL) モデル概要：

• 武器、ミッション、及びトレーニングシステムのサイバー復元力に
ついて、米国国防総省が最重要事項として指摘する6つのカテゴリに
ついて、4つの成熟度で測定するフレームワーク

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/08/lockhe

ed-martin-

rolls-out-

cybersecur

ity-

standardiz

ation-

model

米国 8-U7 Googleが広
告の透明性
のための
オープン
ソースブラ
ウザ拡張
機能を開始

8月22日 Googleは、ユーザーのプライバシーを保護しつつ、最適な広告を表示
するためのイニシアチブPrivacy Sandboxを提案

 背景：
• Webサイトオーナーや広告主がユーザーに関連性の高い広告を表示
するために使われる技術が、オリジナルの設計意図を超越

 Privacy Sandbox概要：
• Webプライバシーを根本的に強化するための一連のオープン標準を
開発するイニシアチブ

• 当イニシアチブにより、ユーザーに表示されるオンライン広告情報に
ついて、透明性を高めることを目的に実験的なオープンソースの
ブラウザー拡張機能を開始

Threat Post https://thre

atpost com

/google-

launches-

open-

source-

browser-

extension-

for-ad-

transparen

cy/147634/
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http://www.kharn.kr/news/article.html?no=10447
https://www.sae.org/news/2019/08/lockheed-martin-rolls-out-cybersecurity-standardization-model
https://threatpost.com/google-launches-open-source-browser-extension-for-ad-transparency/147634/
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共通 米国 8-U8 Tech Talk：
AIを含むデ
ジタル技術
の実現に関
するG7での
グループ
ピッチ

8月22日 ITI、CCIA、およびApp Associationを含む技術グループは、G7に向け、
12の技術ポリシーウィッシュリストを公開

 ウィッシュリスト概要：
• 成長、開発、起業家精神、雇用創出、イノベーションを促進するデジタ
ルテクノロジーを可能にする、標準整備を含む12ポイントを包含
（以下、抜粋）
• 業界主導の標準整備及びベストプラクティス創出による、リスク
ベース及びコンセンサスベースの国際的なサイバーセキュリティの
向上

• 技術の相互運用性、市場へのアクセス、イノベーション創出を向上
させる、コンセンサスベースかつ業界主導の国際的なAI標準開発
の支援

Broadcasting 

& Cable (B&C)

https://ww

w.broadca

stingcable.

com/news/

tech-talk-

groups-

pitch-g7-

on-

enabling-

digital-

tech-

including-

ai

米国 8-U9 USTDAは
U.S.-Africa 

Information 

and 

Communic

ations 

Technology 

Standards 

Programに
ANSIを選出

8月30日 USTDAは、U.S.-Africa Information and Communications 

Technology Standards ProgramにANSIを選出（6月）
 プログラム目的：

• 意思決定者が標準、テストプロトコル及び規制手順を開発及び実装
すること

 プログラム概要：
• 18か月間実施
• サハラ以南のアフリカ諸国の政府及び業界関係者が、重要な商業
及び産業における標準の情報及び慣行を共有

• ANSIは、接続性、サイバーセキュリティ、データ保護、市場自由化、
電子政府、デジタル化、モバイルバンキング規制等、ICT関連の様々
なテーマにおいて、4つのワークショップを開催予定

 今後の予定：
• 2019 FTTX Council Conference（10月＠ヨハネスブルク、南アフリ
カ共和国）のサイドイベントとして、1つ目のワークショップを開催予定

米国規格協会
（ANSI）

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

99416ec4-

7774-4f72-

ad95-

6f57b93ca

fcf
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https://www.broadcastingcable.com/news/tech-talk-groups-pitch-g7-on-enabling-digital-tech-including-ai
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=99416ec4-7774-4f72-ad95-6f57b93cafcf
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共通 米国 8-U10 ROBIO 

2019-ロボ
ティクスとバ
イオミメティ
クスに関す
る国際会議

8月7日 IEEE Robio 2019（2019 IEEE International Conference on 

Robotics and Biomimetics）会議を開催予定
（12月6日～8日＠中国 雲南省）
 会議開催に向け下記関係分野に関する論文を募集中

• ロボット工学、バイオミメティックス、自動化、ＡＩ、コンピュータービジョ
ン、画像処理、センサー、等

IEEE https://ww

w.ieee-

ras org/ab

out-

ras/latest-

news/

米国 8-U11 第3回
Impact.Eng

ineered
フォーラム：
社会変革の
ための技術
革新を促進

8月9日 ASMEとEngineering for Change（E4C）は、
第3回Impact.Engineeredフォーラムを開催予定（10月＠ニューヨーク）

 フォーラム概要：
• 積極的な社会的変化をもたらすことを目的とした革新的なエンジニア
リング及びテクノロジーソリューションを紹介する年次イベント

• 社会変化に対応する工学分野における顕著な貢献に対する賞の
授与も実施

 Engineering for Change（E4C）概要：
• エンジニア、科学者、非政府組織、地域のサポーター、及びグロー
バルな開発問題の解決に取り組むイノベーターの国際コミュニティの
オンラインプラットフォーム

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https://ww

w.asme or

g/topics-

resources/

society-

news/asm

e-

news/third-

impact-

engineere

d-forum-to-

promote-

technology

-

innovation-

for-social-

change
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https://www.ieee-ras.org/about-ras/latest-news/
https://www.asme.org/topics-resources/society-news/asme-news/third-impact-engineered-forum-to-promote-technology-innovation-for-social-change
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共通 中国 8-C1 国務院がプ
ラットフォー
ム経済の健
全な発展を
促進するた
めのガイド
ラインを発
行

8月8日 国務院総局は「プラットフォーム経済と標準化の健全な発展を促進するた
めのガイドライン」を発行（8月8日）

 目的：
• 社会主義の新時代を維持しながらサービスの流通改革を推進し市場
を刺激するためのプラットフォーム経済に対する政策ガイダンスの発
行及び活用支援

 政策概要：
• 市場へアクセスするための業界標準の最適化・改善及び企業のコン
プライアンスコストの削減

• ビジネスのモニタリングの概念と方法の革新及び包括的で慎重なモニ
タリングの実施

• 「インターネット+サービス産業」やインターネットベースの医療等、新し
いプラットフォーム経済の発展の促進及び新たな成長ポイントの開拓

• 全国の統合オンライン政府サービスプラットフォームの構築等、プラッ
トフォームの開発環境の最適化及び新しいビジネスの成長基盤の統
合

• プラットフォームの参加者の正当な権利と利益の効果的保護及び、プ
ラットフォームの経済発展に関する法の支配の強化

中国中央人民
政府

http://www.

gov.cn/xin

wen/2019-

08/08/cont

ent 54197

75.htm

8-C2 科学技術省
の研究チー
ムが調査の
ために来訪

8月19日 文部省科学技術部副局長が研究実施のためにCNISを訪問(8月14日)
 文部省科学技術部副局長はCNISの活動へ賛同の意思を示すと同時に、今後の
活動内容について提案

 提案内容(抜粋)：
• AI、産業用インターネット、カーネットワーキング、5Gなどの主要分野
で研究を存続

• 標準化を通じて製造業における質の高い開発をリード
• 国際標準化の人材育成及び国際的な交渉力の向上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5495

.html
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共通 中国 8-C3 米国規格協
会(ANSI)代
表団が当院
を訪問

8月22日 米国規格協会(ANSI)の国際開発部長がCNISを訪問(8月21日)
 企業標準リーダーシステムの最新の開発に関する詳細な交換と議論を実施した
他、中米規格や適合性評価協力プロジェクト等との将来的な協力について合意

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201908/t

20190822

45054.ht

ml

8-C4 国務院総局
は、流通の
発展を加速
商業消費の
促進に関す
る意見

8月27日 国務院が国民経済の持続的かつ健全な発展促進を目的とした20項目を
含む意見書を発表

 意見内容抜粋：
• ビッグデータ、クラウドコンピューティング、モバイルインターネット等、
最新情報技術の使用を推奨

• eコマースプラットフォームを発展させ、新規ビジネスモデル育成を奨
励

• Eコマースの農村地域への拡大を奨励
• 新エネルギー車の購入に対する積極的支援
• グリーン、省エネ、インテリジェントな電子および電気製品を割引価格
でリサイクルする等、グリーンスマート消費拡大を奨励

• 新エネルギー車、グリーンスマート家電、スマートホーム等、グリーン
エネルギー製品を購入に際し、金融面での支援実施を推奨

中央人民政府 http://www.

gov.cn/zhe

ngce/conte

nt/2019-

08/27/cont

ent 54249

89.htm

8-C5 深セン市産
業情報技術
局は、AIの
標準化作業
を交換する
ためにCESI
を訪問

8月28日 深セン市産業情報局長がCESIを訪問し、AIの標準化作業について意見
交換を実施(8月22日)

 会談内容：
• AI産業の研究、標準開発、試験検証、生態学的構造などに関する研
究結果の紹介

• AIの標準化は中国のAI産業政策を実施するための強力な手段である
との認識の共有

• 主要技術の研究、標準開発、アプリケーションの実証、AI産業の振興
について積極的な協力を実施することの確認

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5529

.html
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https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201908/t20190822_45054.html
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http://www.cesi.cn/201908/5529.html
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共通 中国 8-C6 Jingdongyu

n

(Dongying)

Digital 

Economy 

Industrial 

Parkの開所
式を実施

8月30日 CECRCは2019年黄河デルタビックデータ産業サミットの開催を発表
(8月27日@山東省)
 サミット内にて、Jingdongyun(Dongying)Digital Economy Industrial Parkの開
所式を実施。開所式に合わせ、東営市区人民政府と京东はグループ戦略的契約
を締結

 戦略的契約の締結目的：
• 人材育成及びブランド構築

 （参考）Digital Economy Industrial Park概要：
• スマート農業、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、eコマース、
最新ロジスティクス、インターネットファイナンスなどの分野におけるデ
ジタルエコノミー工業団地

• 黄河デルタのデジタル経済エコシステム構築の加速を目的とし建設

WS网经社
（中国電子商務
研究中心
(CECRC)）

http://www.

100ec cn/d

etail--

6525376 h

tml

8-C7 蘇州でデー
タセキュリ
ティコンプラ
イアンスとテ
クノロジー
フォーラム
が開催

8月1日 データセキュリティコンプライアンスとテクノロジーフォーラムが開催
（7月30日＠蘇州）

 主催：
• 全国情報セキュリティ標準化技術委員会（中国電子技術標準化研究
員が事務局を担当）

 実施概要：
• データセキュリティ規格の改善の重要性、個人情報保護に関する法律
と規制の解釈や課題について研究者らが講演

 参加者：
• 業界、研究、研究部門から計100人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5407

.html
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共通 中国 8-C8 第4回光ファ
イバー通信
技術の応用
と標準化サ
ブフォーラ
ムが開催

8月5日 新世代情報技術産業標準化フォーラム第4回光ファイバー通信技術応用
及び標準化サブフォーラムが開催（7月30日＠蘇州）

 目的：
• 光ファイバー通信産業における質の高い発展、主要な技術革新、
国内外の標準化作業に関する意見交換

• 現在の状況下での光ファイバー通信産業チェーンのさまざまなセグメ
ントと標準化作業の革新的な開発の探求

 実施概要：
• Zhang Chunye蘇州市品質監督局標準化部長が蘇州の電子情報技
術産業の発展と標準化について紹介

• ゲストスピーチセッションでは、光ネットワーク、光モジュール、光ファイ
バー、光ケーブル、光チップ、光センシング、シリコン光集積化、光相
互接続技術、光ファイバ通信分野の9人専門家がそれぞれの技術開
発や標準化の動向について講演

 参加者：
• 30以上の国内企業及び機関から80人以上の業界専門家

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5417

.html
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共通 中国 8-C9 情報インフ
ラストラク
チャセキュリ
ティポリシー
及び実践サ
ミットが開催

8月7日 中国電子技術標準化研究院（CESI）が、情報インフラストラクチャセキュリ
ティポリシー及び実践サミットを開催（7月30日＠蘇州）

 実施概要：
• Liang Lijun国家インターネット局セキュリティ調整副部長が中国の主
要な情報インフラストラクチャのセキュリティ保護に関連する作業を紹
介し、次のステップで重要なタスクを紹介

• Yuan Huiping中国人民銀行金融情報センター情報セキュリティ部長
とTao交通情報センター長が銀行業界と運輸業界の重要な情報イン
フラのセキュリティ保護慣行を紹介

• Wang Huili中国電子技術標準化研究員シニアエンジニアが、主要な
情報インフラストラクチャのセキュリティ保護に関する国家規格の進捗
状況を共有

 参加者：
• 企業、研究機関等から約100人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1908/5443

.html

8-C10 中独政府間
測定協力
協定の署名
40周年
中独測定協
力セミナー
が北京で
開催

8月21日 国家市場管理局とドイツ連邦経済エネルギー省は「測定協力に関する協
定」を更新し、中独調整セミナーを共同で開催（@北京）
 旧中国国家計量管理局とドイツ連邦経済省が1979年10月にドイツのブラウン
シュヴァイクで署名した「中独測定技術協力協定」を更新

 セミナーにて国家市場管理局の副局長及びドイツ連邦経済エネルギー省代表が
スピーチを実施

 国家市場管理局のスピーチ内容(抜粋)：
• 中国はドイツと協力し、インテリジェントネットワーク、再生可能エネル
ギー、新素材、生物学、生命科学等の新興測定分野での協力をさら
に強化する方針

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1908/t201

90821 30

6186 html
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共通 中国 8-C11 重慶にて開
催の第2回ス
マートチャイ
ナエキスポ

8月23日 Smart China Expo(SCE)2019を開催(8月26日～29日@重慶)
 テーマ：

• 「スマートテクノロジー：経済に力を与え、人生を豊かにする」
 実施概要：

• 中国のビッグデータ、5Gテクノロジー、情報セキュリティ、AI、産業用イ
ンターネットに関する業界標準、インデックスレポート、ホワイトペー
パーを発表

 開催者：
• 科学技術省、産業情報技術省、中国科学院、中国工学院、科学技術
協会、重慶市人民政府

 参加者：
• Google、Qualcomm、Sony、Kawasaki、Intel、Schneider、

Mitsubishi Electric、SK Hynix、STMicroelectronics、Alibaba、
Tsinghua Unigroup、ZTE、及びその他国内外の業界リーダー

PR Newswire

Asia

https://ww

w.asiaone.

com/busin

ess/secon

d-smart-

china-

expo-kick-

chongqing
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共通 中国 8-C12 CESIが
2019年中国
国際スマー
ト産業博覧
会-第2回ス
マート製造
サミット
フォーラムを
開催

8月29日 CESIが「2019年中国国際スマート産業博覧会--第2回スマート製造サミッ
トフォーラム」を開催(8月27日@重慶)

 テーマ：
• 「スマート化：経済にパワーを与え、生活に彩りを添える」

 参加者：
• 中国、日本、カナダ、フランス、米国、等の国からの政府代表、起業家、
専門家および学者（計500人以上）

 出展内容(抜粋)：
• 国内外の843社が出展

• アリババの展示ブースは金融、スマート移動、デジタル政府、EC
貧困脱却等について展示

• テンセントの展示ブースではスマート政務、スマート移動、スマート
小売等を紹介

• 自動運転車チャレンジカップ、国際ドローンスピード競争、ビッグ
データ開放革新応用コンクール等も開催

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

exciteニュース

http://www.

cesi.cn/20

1908/5537

.html

https://ww

w.excite co

.jp/news/ar

ticle/Recor

dchina_20

19082801

3/
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© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
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共通 中国 8-C13 2019年中国
産業イン
ターネット
会議

8月29日 CECRCは「中国産業インターネット会議」及び「広東省、香港、マカオ大
湾地区デジタル経済会議」の開催を報告(8月29日@広州)
 会議にて5G、ビッグデータ、産業用インターネット、クラウドコンピューティング、AＩ
等、次世代情報技術の推進を強調

 参加者：
• 産業情報技術省、香港・マカオ・広東省政府等のデジタル経済及び産
業インターネット局長、国内外の企業、業界団体長 等
（計約3,000人以上）

 産業情報技術部のチーフエコノミスト発言要旨：
• 「デジタル空間の拡大」として一帯一路の開発機会を把握することが
重要

• 多国間協力メカニズムを活用し、情報インフラストラクチャの構築、
データフローのセキュリティ、ポリシー、規制等の主要問題に関しあら
ゆるレベルでの国際交流及び協力の強化を推奨

• 企業が情報技術の新規国際標準と規則の研究及び策定へ積極的に
参加することを奨励

WS网经社
（中国電子商務
研究中心
(CECRC)）

http://www.

100ec cn/d

etail--

6525178 h

tml
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 国際 8-O1 Black Hat 

2019での
主要なIEC
サイバー
セキュリティ
規格の
ライブデモ

8月6日 Black Hat イベントにて、IEC 62351 Power systems management 

and associated information exchange - Data and 

communications securityを紹介予定（8月8日＠ラスベガス、米国）
 IEC 62351概要：

• 作業グループ（IEC/ TC 57/ WG15）が策定
• ネットワーク及びシステムの状態を監視するための、
データオブジェクトモデルを定義

• セキュリティ侵入の可能性を検出し、情報インフラストラクチャの
パフォーマンスと信頼性を効率的に管理するためのベストプラクティス
を共有

 イベント概要：
• WG 15の主要作業メンバーであるNozomi Networksチームが、イベ
ントにてIEC 62351およびSNMP（Simple Network Management 

Protocol）通信を使用した脅威検出のライブデモを実施予定

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/live-

demo-of-

iec-62351-

at-black-

hat-2019/
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 国際 8-O2 プライバ
シー情報
管理への
取り込み：
初の国際
規格を公開

8月7日 ISOは、個人を特定可能な情報（PII）の管理ガイダンスとして、
ISO/IEC 27701, Security techniquesを発行

 規格概要：
• PII保護のための管理ガイダンスとして、継続的な改善プロセスを定義
• ISO/IEC JTC1/SC 27, Information security, cybersecurity and 

privacy protectionが策定
• Matthieu Grall 氏（Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés）等が中心となり活動
• ISO/IEC 27001 Security techniques -Information security 

management systems Requirements及びISO/IEC 27002 Security 

techniques-Code of practice for information security controlsを
参考とし、PIIに焦点を充てる形で、規格を策定

 Dr Andreas Wolf氏（ISO/IEC JTC1/SC 27委員長）発言要旨：
• 「ほぼ全ての組織がPIIを処理しており、PIIの保護は法的要件である
だけでなく、社会的ニーズである」

International 

Organization 

for

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref241

9 html

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/new-

standard-

for-

managing-

personal-

data/

8-O3 規格を機械
可読に

8月8日 IEC TC 57やIEC TC 65の発行規格等、100以上のIEC規格がデータ
ベース化しており、コンピュータでの検出が可能

 関連TC活動概要：
• IEC TC 57 Power systems management and associated 

information exchangeは、デジタル通信プロセスを既存のグリッドに
統合するために使用されるコア国際規格を含むIEC 61850 

Communication networks and systems for power utility 

automationシリーズを発行
• また、IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and 

automationは、IEC 61131-10:2019 Programmable controllers –

Part 10: PLC open XML exchange format等、産業用プロセス制御
および自動化で使用されるシステムの国際規格を開発

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/makin

g-

standards-

machine-

readable/
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共通 国際 8-O4 サービス
管理システ
ムに関する
国際ガイダ
ンスの改訂
版が新たに
発行

8月20日 ITサービス管理システム（ITSMS)に関するISO/IEC 2000シリーズを更新
 背景：

• 2018年にISO/IEC 20000-1, Information technology — Service 

management — Part 1: Service management system 

requirementsが改訂
 規格改訂概要：

• 2つの規格について、ISO / IEC 20000-1の要件に準拠する形で改訂
を実施
• ISO/IEC 20000-2, Information technology — Service 

management — Part 2: Guidance on the application of service 

management systems

• ISO/IEC 20000-3, Information technology — Service 

management — Part 3: Guidance on scope definition and 

applicability of ISO/IEC 20000-1

• 新規規格を発行
• ISO/IEC TR 20000-7, Information technology — Service 

management — Part 7: Guidance on the integration and 

correlation of ISO/IEC 2000-1: 2018 to ISO 90001:2015 and 

ISO/IEC 27001:2013

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref242

1 html
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共通 国際 8-O5 5GはAR
およびVRの
採用促進を
期待

8月20日 ISO及びIECの複数委員会が、AR及びVRの更なる利用拡大に向け、
規格を策定中であることを紹介

 背景：
• 世界のAR及びVR市場は、2018年の5 BUSDから、2026年には

50 BSUDに成長する見込み
 ISO及びIECにおける標準化動向概要：

• 多数のIECの専門委員会 （TC）及び分科委員会（SC）が、
AR及びVR関連規格の整備に向け、準備中
• ISO / IEC JTC 1 / SC 24：コンピューターグラフィックス、VR、画像
処理、環境データ表現、MR、AR、ビジュアルプレゼンテーション等
に関連するITベースのアプリケーションインターフェース

• ISO/IEC JTC 1/SC 29：音声、画像、マルチメディア、ハイパー
メディア情報のコーディング
※ARのアプリケーション形式に関し、ISO/IEC 23000-13:2014 

Information technology - Multimedia application format 

(MPEG-A) -- Part 13: Augmented reality application formatを
発行

• IEC TC 47及びIEC SC 47F：VRに関するセンサーと微小電気機械
システム（MEMS）

• IEC TC 100：オーディオ、ビデオ、マルチメディアシステムおよび機器
の技術

• IEC TC 110：電子ディスプレイデバイス及び自動車のダッシュボード
タッチスクリーン等の特定コンポーネント

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/5g-

expected-

to-drive-

take-up-of-

ar-and-vr/
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共通 国際 8-O6 ISO / IEC 

27001の
ための信頼
できる認証

8月29日 IEC電子部品品質認証制度（IECQ）は、ISO / IEC 27001に対する
認証システムを提供
 ISO / IEC 27001認証は以前より存在していたものの、認証機関により規格の
解釈が異なり、各機関が独自の証明書を提供していたことから共通の認証
システムとして提供を実施

 ISO/IEC 27001概要：
• 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際的な規格であり、
情報の機密性・完全性・可用性のマネジメント及び組織の枠組みに
ついて規定

 IECQ概要：
• IEC規格に基づく、電子部品、モジュールを含む関連材料、アセンブリ
及びプロセスを対象とした世界的な認証システム

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/08/reliabl

e-

certificatio

n-for-iso-

iec-27001/
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ 欧州 1-E1 オンライン決済認証の厳格化に猶予求める声相次ぐ JETRO

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E2 化石燃料をグリーン投資から遠ざけよう！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ フランス 1-E3
支払いのセキュリティ：Fevadは、DSP 2のバランスの
取れた移行計画の採用を歓迎

La Fédération du e-commerce et de la 

vente à distance (FEVAD)

✔
フランス
ドイツ 1-E4 Libraに関する共同声明

Ministère des E'conomie et des Finances 

(MINEFI)

IT Media

✔ 欧州 1-E5
フランス財務大臣はEU圏での暗号資産の共通規制と
デジタル通貨の発行を言及

COIN OTAKU

✔ ✔ フランス 1-E6 欧州のDSP2及び移行計画
La Fédération du e-commerce et de la 

vente à distance (FEVAD)

✔ 欧州 1-E7
ECOSは科学に基づいたEUの持続可能性に関する分類法
の要求に署名

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ ドイツ 1-E8 連邦政府がブロックチェーン戦略を可決 連邦経済エネルギー省(BMWi)

✔ フィンランド 1-E9 ヘルシンキ：メッセージには標準の電子領収書が必要 Suomen Standardisoimisliitto (SFS)

✔ 欧州 1-E10
EU諸国は「グリーン」ファイナンスガイドを遅らせ、原子力に開
放したままにする

Reuters

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E11
「忘れられる権利」訴訟でグーグルが勝利、適用はEU圏限定
に

Forbes Japan

✔ ✔ ✔ 米国 1-U1
NISTがプライバシーフレームワークのドラフトに対する
コメントを募集

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ ✔ ✔ 米国 1-U2
アメリカ初のプライバシー法(CCPA)が発効：ビジネスと
消費者にとってのCCPAの意味とは

Fortune

✔ 中国 1-C1
中国は、新しいデジタル通貨がFB Libraといくつかの類似点
を保持

Business Standard

✔ 中国 1-C2 中国のデジタル人民元、極秘の中で開発進行中 coindesk JAPAN

✔ 中国 1-C3
テザー社、中国元にペグしたステーブルコイン「CNHT」を発
表

NEXT MONEY

1454
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ 中国 1-C4
元米財務長官が中国におけるグリーンボンド発行の進展を歓
迎

xinhua

✔ 中国 1-C5
「グループ顧客識別および認証仕様」の金融業界標準に対す
る意見募集

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C6
中国・ASEAN国際標準化フォーラムが広西チワン族
自治区南寧市で開催

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C7
IBMと中国銀行がシンガポールでグローバル
イノベーションラボを共同構築

LearnBonds

✔ インドネシア 1-A1
OJKは三か国の金融庁とMoUを締結し、Fintech企業の
海外進出を支援

Investor

✔ シンガポール 1-A2
シンガポールのMASはフェイスブックのLibraによる
世界金融への影響を懸念

Crowdfund Insider

Financial Times

✔ インドネシア 1-A3
OJKは国内Fintech企業を統括的に管理・監視する法令を考
案

Pantau

✔ インドネシア 1-A4
AFTECHはFintechサービスにおける個人データ保護法の策
定を要求

Cyberthreat

✔ インドネシア 1-A5
インドネシア中央銀行はFintechサンドボックスに係る
規制を緩和

Kr Asia

✔ ✔ 国際 1-O1 データプライバシーに関する最初の国際標準が公開 Digital Journal

✔ ✔ 国際 1-O2 BSIが気候変動適応のための新しいISO標準を開始 edie

✔ 英国 2-E1 BSIが医療機器規制の最初の製品を認証 British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E2
ECOSは、エコデザインとエネルギーラベリングに
関する最新の標準化要求案の開発に参加

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E3 ANECは機械指令のレビューにさらに貢献
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization (ANEC)

✔ ✔ 欧州 2-E4 エコデザインの照明は最大1330ユーロの節約に役立つ
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization (ANEC)
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✔ 欧州 2-E5
Web Accessibility Directiveに基づく新しい義務が、
公共部門の新しいWebサイトに適用開始

欧州委員会(EC)

✔ 欧州 2-E6

FitbitとFibriCheckは欧州のCEマーク付き心臓健康検知アプ
リをFitbit Smartwatchユーザーに提供するためのパートナー
シップを発表

DutchNews

✔ 欧州 2-E7
電子タバコの化学物質に関する特定のEU規則について
議論が必要–消費者団体

Chemical Watch

✔ ✔ ✔ 欧州
2-E8 「忘れられる権利」訴訟でグーグルが勝利、適用はEU圏限定

に
Forbes Japan

✔ ドイツ 2-E9 IFA 2019：デジタル世界に適合
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V. (VDE)

✔ 米国 2-U1
検出器の線量測定における新たな医用画像に関する
ホワイトペーパーを公表

National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ ✔ ✔ 米国
2-U2 NISTがプライバシーフレームワークのドラフトに対する

コメントを募集
National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ 米国 2-U3
CTAが新しい健康データに関する業界プライバシーガイドライ
ンを公表

Consumer Technology Association

✔ ✔ ✔ 米国
2-U4 アメリカ初のプライバシー法(CCPA)が発効：ビジネスと

消費者にとってのCCPAの意味とは
Fortune

✔ ✔ ✔ 米国 2-U5
米国電機製造者協会 (NEMA)は電機工業界に向けて
サイバーセキュリティ向上のガイドラインを発行

National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ 米国 2-U6
医療情報関連システムにおける相互運用性の向上に
向けて、HL7はCAQH COREとMoUを締結

HL7: Health Level Seven

✔ 米国 2-U7
FDAは医療機器・端末の適合試験に係るガイドラインを
公開

Medtech Dive

✔ 米国 2-U8
FDAは医療分野の人工知能ソフトウェア及び関連する
診断支援に係るガイドラインを公開

Fierce Biotech

✔ 米国 2-U9 HL7協会のFHIRが再び成功を収める HL7: Health Level Seven
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✔ ✔ ✔ 米国 2-U10 USNCが10月に電磁両立性に関するウェビナーを開催
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 2-U11
医療の未来のモデリングに関するイベント「Visualize MED」
を来月開催

American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)

✔ ✔ 中国 2-C1
Xiao YaqingはQualcommのCEO、Steve Morenkovと
会談

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 2-C2
中国標準協会の基準「CO触媒機能を備えた家庭用ガス燃焼
給湯器の特別要件」の意見募集に関するコメント募集

中国標準化協会(CAS)

✔ ✔ ✔ 中国 2-C3
Xiao YaqingとTian Shihongは、サウジアラビアの標準、計量
及び品質局の局長であるSaad Al Kasabi氏と会談

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 2-C4
中国、病院の5Gネット構築「標準」制定作業開始
ファーウェイも参加

AFP BB NEWS

✔ 中国 2-C5
T / CAS 287-2017「家庭用冷蔵庫のインテリジェント評価の
ための技術仕様」の要求に関するお知らせ No. 1修正通知

中国標準化協会(CAS)

✔ ✔ 中国 2-C6
「電子製品のワイヤレス充電安全性テストの負荷標準」が発
行

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 2-C7
全国情報技術標準化技術委員会は2019年第3回理事会を開
催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 2-C8
「スマートホーム機器の無線接続レベル評価のための技術仕
様」の最初の編集会議を北京で開催

家電及び軽工業標準技術産業研究院

(SAC/TC46)

✔ 中国 2-C9

「革新的な思考とエンパワーメントエクスペリエンス-2019 

China Household Appliances User Experience Summit 

Forum」が広州で開催

家電及び軽工業標準技術産業研究院

(SAC/TC46)

✔ 中国 2-C10 Medtec China 2019が9月25日に上海で開催 PR Newswir

✔ ✔ ✔ ベトナム 2-A1
TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTはMoUを
締結

TUV SUD

✔ ✔ ✔ ベトナム 2-A2 ベトナムはUL規格の国内普及に向けてULとMoUを締結 ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ マレーシア 2-A3 TUV RheinlandはShah Alamにて新たなEMC試験場を設置 TUV Rheinland
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✔ ✔ ✔ ベトナム 2-A4
ベトナム国家標準研究機関(VMI)はEGM-6をハノイにて
開催

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ 国際 2-O1 7月27〜29日にブリスベンで開催されるNI 2020の募集
International Medical Informatics 

Association (IMIA)

✔ 国際 2-O2
クリーンな調理用ストーブが命を救う：新しい国際標準が
公開に

International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ 国際 2-O3 私たちの生活の中でロボットを信頼する IEC Blog

✔ ✔ ✔ 国際 2-O4
日立とルーベンカトリック大学が共同開発したメッセージ
認証技術が国際標準規格として採択

ZD Net Japan

✔ ✔ ✔ スウェーデン 3-E1 スマート産業の扉を開く Swedish Standards Institute(SIS)

✔ ✔ ✔ 欧州
3-E2

ANECは機械指令のレビューにさらに貢献
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization (ANEC)

✔ 米国 3-U1 ASTMは3Dプリンタに係る研究に対し研究費を付与
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ 米国 3-U2 米国電機製造者協会 (NEMA)は電機工業界に向けて
サイバーセキュリティ向上のガイドラインを発行

National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ ✔ ✔ 米国 3-U3
USNCが10月に電磁両立性に関するウェビナーを開催

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 中国 3-C1 Xiao YaqingとTian Shihongは、サウジアラビアの標準、計量
及び品質局の局長であるSaad Al Kasabi氏と会談

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ 中国 3-C2 CNISは台州市人民政府と戦略的協力協定に署名 中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国 3-C3 CESIは、Dingjie Softwareと戦略的協力協定を締結 中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 3-C4 CESIは、Lenovo(Beijing)と戦略的協力協定を締結 中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ 中国
3-C5 「電子製品のワイヤレス充電安全性テストの負荷標準」が発

行
中国電子技術標準化研究院(CESI)
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✔ ✔ ✔ 中国
3-C6 全国情報技術標準化技術委員会は2019年第3回理事会を開

催
中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 3-C7
第16回海峡情報産業と技術標準フォーラム-インテリ
ジェントマニュファクチャリングサブフォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 3-C8

Wang Zhijun副大臣がCESIに対し、品質改善の促進と
強力な国家の建設を標準の側面から積極的に支援
するよう要請

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 3-C9

CESIと深セン産業情報技術局は、産業用インターネット
プラットフォームアプリケーションイノベーション
エクスペリエンスセンタープロジェクト建設協力協定に署名

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 3-C10
中国標準化協会第8回評議会の第4回常任評議会が
北京で開催

中国標準化協会(CAS)

✔ ✔ 中国 3-C11
電気電子産業向けグリーンマニュファクチャリング標準化
フォーラムの開催に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ インドネシア 3-A1 インドネシアはインダストリー4.0に係る5つの分野を優先 Kliklegal.com

✔ ✔ ✔ ベトナム
3-A2 TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTはMoUを締

結
TUV SUD

✔ ✔ ✔ ベトナム
3-A3

ベトナムはUL規格の国内普及に向けてULとMoUを締結 ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ベトナム 3-A4
スマートマニュファクチャリングのエコシステムを形成に
向けたセミナー

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ ✔ ベトナム
3-A5 ベトナム国家標準研究機関(VMI)はEGM-6をハノイにて

開催
ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ ✔ 国際 3-O1 私たちの生活の中でロボットを信頼する IEC Blog

✔ ドイツ 4-E1
安全のために：VDE | DKEは公的機関のリスク管理を
改善するための予備規格を公開

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.

(VDE)
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✔ ✔ 欧州 4-E2
欧州自動車工業会、自動車産業強化へEUへの提言を
公開

JETRO

✔ 欧州 4-E3 欧州規格によりセキュリティサービスが向上 Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ 欧州 4-E4
EN 15140：2006により、公共交通機関のオペレーターの
サービス品質測定が可能に

Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ ✔ ドイツ 4-E5 オフショアユニットのエネルギー効率基準
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ スウェーデン 4-E6 スマート産業の扉を開く Swedish Standards Institute(SIS)

✔ フィンランド 4-E7
フィンランドのリーダーシップの下でのスタッドタイヤの
路面摩耗に関するテストガイド

Suomen Standardisoimisliitto(SFS)

✔ 欧州/日本 4-E8
欧州委、乗客予約記録データ共有に関する対日交渉開始を
勧告

JETRO

European Commission

✔ 欧州 4-E9 ANECはバスに関するCRSの作業を開始
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization (ANEC)

✔ ✔ ✔ 欧州 4-E10
ANECは機械指令のレビューにさらに貢献

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization (ANEC)

✔ ドイツ 4-E11 自動運転-VDE及びSV Eventsは2日間の会議を共同開催
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.

(VDE)

✔ 米国 4-U1 ドローン用電子ナンバープレートがまもなく登場 IEEE Spectrum

✔ ✔ 米国 4-U2
超党派法案は、米国での分散型太陽光発電許可を簡素化す
る見込み

PV-Tech

✔ ✔ ✔ 米国 4-U3 米国電機製造者協会 (NEMA)は電機工業界に向けて
サイバーセキュリティ向上のガイドラインを発行

National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)
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✔ 米国 4-U4
アメリカ合衆国運輸省(DOT)は自動運転関連研究に
研究費を付与

IHSMarkit

✔ 米国 4-U5
トランプ大統領はカリフォルニア州の厳格な排出基準の
設定権限を剥奪させる方針

Inside Climate News

✔ ✔ 米国 4-U6
ULは電池・充電システムの安全性向上に向けて、新たな試験
場を設置

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 4-U7
カリフォルニア州はトラック(中型・大型自動車)のGHG
排熱量基準を厳格化する法令を発効 Green Car Congress

✔ 米国 4-U8 ANSIはドローンに係る標準化活動に外部専門家を募集
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U9
SAE Internationalは第3,4, 5レベルのADS路上試験に
係る規格J3018の改訂版を公開

SAE International

✔ ✔ ✔ 米国 4-U10
USNCが10月に電磁両立性に関するウェビナーを開催

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国 4-U11
ANSIはインドCII, BISと共同で「スマートシティ
カンファレンス：5Gの通信技術、適用、規格」を開催

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U12
SAE InternationalはWorld Safety Summitにおける技術パ
ネルのスポンサーに

SAE International

✔ 中国 4-C1 Xiao YaqingがTesla CEOのElon Muskと会談 国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 4-C2 CATARCと東風株式会社は戦略的協力協定を締結 中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C3 CATARCと北汽集団が戦略的協力協定を締結 中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C4
CATARCと中国自動車産業協会が戦略的協力協定を
締結

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ ✔ ✔ 中国 4-C5 Xiao YaqingとTian Shihongは、サウジアラビアの標準、計量
及び品質局の局長であるSaad Al Kasabi氏と会談

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国 4-C6 標準で質の高い都市を作成 China Market Regulation News
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✔ ✔ ✔ 中国 4-C7
CNISは台州市人民政府と戦略的協力協定に署名 中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 4-C8
日本と中国、自動運転技術分野でさらに協力深める＝
中国メディア

Searchina

✔ 中国 4-C9 中国、自動運転の商用免許をバイドゥなどに初交付 日本経済新聞

✔ 中国 4-C10
中国－タジキスタン自動車標準トレーニングが中国自動車セ
ンターで開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C11
大型商用車の燃料消費基準ワーキンググループの
第21回作業部会が重慶で開催

国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C12

中国自動車産業センター天津自動車試験センターと
ドイツFraunhofer-ITWMがCDTireの独占的認証協力に
関する調印式を開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C13
BaiduとFAW Groupが中国湖南省で自動運転タクシーを試
験運転

Techwire Asia

✔ 中国 4-C14 第一回自動車仮想舗装応用技術会議が開催 中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C15
「自動車ステアリングシステムの基本要件」など3つの必須国
家規格のドラフトに対する意見募集

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ ✔ 中国 4-C16

「新しい運動エネルギーの改革、開放、開発を包括的に
深めるために」-2019年中国自動車産業発展(TEDA)
国際フォーラムを開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C17
自動運転安全及び産業開発セミナー、「中国自動運転
安全リーダー」会議が北京で開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ ✔ 中国 4-C18
Li Weiは、中国とEUの自動車産業対話に参加するために
ヨーロッパを訪問

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C19
2019中国-ASEAN(柳州)自動車産業協力開発フォーラムが
柳州で開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)
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✔ 中国 4-C20
海外自動車市場のアクセス制度と技術規制に関する

2019年(第7回)国際シンポジウムを開催
全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C21
2019年自動車産業の標準化に関する第2回トレーニングを開
催

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ インドネシア 4-A1
地図データの統一化に向けて、KANは新たな測定
ガイドラインを準備

インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ ✔ ✔ シンガポール 4-A2 シンガポールとフィリピンは8つのMoUを締結
Enterprise Singapore 
（シンガポール企業庁）

✔ インドネシア 4-A3
インドネシア国内のEV充電設備メーカーは国家規格の
策定を要求

Bisnis.com

✔ ✔ ✔ ベトナム 4-A4 TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTはMoUを締
結

TUV SUD

✔ シンガポール 4-A5
自転車・PMD(小型移動手段)利用者は公共の場での利用制
限に懸念を表明

Asia One

✔ インドネシア 4-A6
インドネシア産業省は、EVに係る財政的・非財政的優遇
制度を規定する規制を検討

Medcom

✔ ✔ ✔ ベトナム 4-A7
ベトナムはUL規格の国内普及に向けてULとMoUを締結 ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ インドネシア 4-A8
インドネシア中央現行(BI)は環境に優しい車への支払いを5-

10%へ緩和
Antara News

✔ インドネシア 4-A9 産業省はEVへの税的優遇制度を規定する法案を発効予定 Grid Oto, Suara

✔ インドネシア 4-A10
BSNは航空・宇宙開発分野の標準化においてインドネシア

LAPANと協定を締結
インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ シンガポール 4-A11
アクティブ・モビリティ諮問委員は歩行者を保護する目的で、

PMDの規制をさらに厳格化
Straits Time

✔ ✔ ✔ ベトナム 4-A12 ベトナム国家標準研究機関(VMI)はEGM-6をハノイにて
開催

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)
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✔ 国際 4-O1
バーチャルキーがカーシェア市場の未来を握る開発企業まと
め

自動運転LAB

✔ 国際 4-O2 自動運転車に対する公共の信頼を構築する方法 ITU News

✔ ✔ ✔ 国際 4-O3
私たちの生活の中でロボットを信頼する IEC Blog

✔ ✔ ✔ 国際 4-O4 日立とルーベンカトリック大学が共同開発したメッセージ
認証技術が国際標準規格として採択

ZD Net Japan

✔ 国際 4-O5
新車への義務化が進む衝突軽減ブレーキ高齢者の
踏み間違い事故減少に繫がるか？

Auto Messe Web

✔ 欧州 5-E1
意図的に追加された生分解性マイクロプラスチックの
免除はなし

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ドイツ 5-E2 ドイツは小売店からのビニール袋の禁止を望む AP NEWS

✔ ✔ 欧州 5-E3 より多くの材料効率規格が進行中
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ スウェーデン 5-E4 標準化は、繊維に対する環境への影響を軽減する見込み Swedish Standards Institute(SIS)

✔ ✔ ドイツ 5-E5 返品破棄：法案の欠如 Händlerbund 

✔ ✔ ✔ 欧州 5-E6
化石燃料をグリーン投資から遠ざけよう！

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州 5-E7 ECOSは、エコデザインとエネルギーラベリングに関する
最新の標準化要求案の開発に参加

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E8 使い捨てプラスチック指令の作業は継続：実装へ移行
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 英国 5-E9 バイオ廃棄物部門の改善継続のためのレビュー
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 
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✔ 英国 5-E10
企業は、ブレグジット後の有害ガスに関する環境基準を
維持するためにシステムへの登録を認知

Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ 欧州 5-E11
エコデザイン製品の修理可能性に関する更新された
規格案の正式投票が進行中

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ フィンランド 5-E12
エネルギー循環型経済へのエネルギー供給データ
センター

Suomen Standardisoimisliitto(SFS)

✔ ✔ 欧州 5-E13
エコデザイン製品の修理可能性に関する更新規格案の
正式投票が進行中

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E14 共同プレスリリース：Circular Plastics Alliance逃した機会
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ スウェーデン 5-E15
スマート産業の扉を開く Swedish Standards Institute(SIS)

✔ 欧州 5-E16 CENとASTM Internationalは技術協力協定に署名 CENELEC

✔ 欧州 5-E17 ANECはアジアで持続可能な消費について講演
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization (ANEC)

✔ ✔ 欧州 5-E18 ECOSトレーニングウェビナー：良い、悪い、環境に優しい
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E19
メンバーと専門家のみ！標準化と環境に関するECOS
トレーニング

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ドイツ 5-E20 Händlerbundは、返品破棄に関するワークショップに参加 Händlerbund 

✔ ✔ フィンランド 5-E21
エネルギー循環型経済へのエネルギー供給データ
センター

Suomen Standardisoimisliitto(SFS)

✔ 欧州/米国 5-E22 ASTMはCENと技術的協力協定を締結
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 5-U1
トランプは農家からの怒りを緩和するためバイオ燃料の
増加を命令

boston.com
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✔ 米国 5-U2
カリフォルニア州は市販のPETボトルに世界最高の
リサイクルコンテンツを要求する法令を発行

Plastic News

✔ 欧州/米国
5-U3

ASTMはCENと技術的協力協定を締結
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ 米国 5-U4 ANSIはインドCII, BISと共同で「スマートシティ
カンファレンス：5Gの通信技術、適用、規格」を開催

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 中国 5-C1

有害廃棄物の特定に関する一般原則など、確立すべき

5つの強制的な国家標準プロジェクトに関する公開協議に関
する通知

国家市場監督管理総局 (SAMR)

✔ 中国 5-C2
国家規格「町村の下水処理施設の運用効果評価のための技
術要件」のドラフトに対する意見募集

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ 中国 5-C3
「グリーンデザイン製品評価技術仕様商業用冷凍庫」の
団体標準のレビューが完了

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ 中国 5-C4
バーミンガム大学が中国の原子力規制当局と廃棄物管理
ワークショップを開催

University of Birmingham

✔ ✔ 中国 5-C5 CESIは、Dingjie Softwareと戦略的協力協定を締結
中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 5-C6
「有色金属を含む固形廃棄物のリサイクルの仕様」に
関する国家規格セミナーが開催

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ 中国 5-C7 電気電子産業向けグリーンマニュファクチャリング標準化
フォーラムの開催に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ シンガポール 5-A1
シンガポールとフィリピンは8つのMoUを締結

Enterprise Singapore 
（シンガポール企業庁）

✔ シンガポール 5-A2
ゼロゴミの排出に向けてリソースサステナビリティ法案を
可決

Allen and Gledhill

✔ タイ 5-A3
再生食品包装に係る技術・規制の進捗共有に関する
セミナー

ILSI SEA

✔ マレーシア 5-A4
廃棄プラスチック問題の解決のためマレーシアは英国と
協力

British High Commission Kuala Lumpur
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✔ ドイツ 6-E1
ミニ太陽光発電システム：自分のバルコニーで発電

-全ての人にとって持続可能
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 欧州 6-E2 欧州自動車工業会、自動車産業強化へEUへの提言を
公開

JETRO

✔ ✔ 欧州 6-E3
より多くの材料効率規格が進行中

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州 6-E4 ECOSは、エコデザインとエネルギーラベリングに関する
最新の標準化要求案の開発に参加

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ドイツ 6-E5 オフショアユニットのエネルギー効率規格
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ドイツ 6-E6
オフショアユニットのエネルギー効率基準

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ フィンランド 6-E7 エネルギー循環型経済へのエネルギー供給データ
センター

Suomen Standardisoimisliitto(SFS)

✔ ✔ 欧州 6-E8 エコデザイン製品の修理可能性に関する更新規格案の
正式投票が進行中

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州 6-E9
化石燃料をグリーン投資から遠ざけよう！

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ ドイツ 6-E10
連邦政府がブロックチェーン戦略を可決 連邦経済エネルギー省(BMWi)

✔ ドイツ 6-E11 ブロックチェーン：本分野を別の人に任せることは不可能
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V. (VDE)

✔ ドイツ 6-E12
空中風力エネルギー：風力タービンのリソースを節約すること
で効率を向上

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 欧州 6-E13
エコデザインの照明は最大1330ユーロの節約に役立つ

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization (ANEC)

✔ ✔ 欧州 6-E14
ECOSトレーニングウェビナー：良い、悪い、環境に優しい

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)
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✔ ✔ 欧州 6-E15 メンバーと専門家のみ！標準化と環境に関するECOS
トレーニング

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ フィンランド 6-E16 エネルギー循環型経済へのエネルギー供給データ
センター

Suomen Standardisoimisliitto (SFS)

✔ ✔ 米国 6-U1 超党派法案は、米国での分散型太陽光発電許可を簡素化す
る見込み

PV-Tech

✔ 米国 6-U2 エネルギー貯蔵システム標準NFPA 855を発表 Energy Storage News

✔ ✔ 米国 6-U3 ULは電池・充電システムの安全性向上に向けて、新たな試験
場を設置

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ 米国 6-U4 ANSIはインドCII, BISと共同で「スマートシティ
カンファレンス：5Gの通信技術、適用、規格」を開催

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国 6-U5
米国エネルギー関連の規制の発行組織は、再生可能
エネルギーの調達基準を緩和

PV-Tech

✔ 中国 6-C1
「温室効果ガス管理システム要件」などの7つのグループ標準
レビュー会議が北京で開催

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ 中国 6-C2 香港電気機械サービス部の代表団がCNISを訪問 中国標準化研究院 (CNIS)

✔ 中国 6-C3
National Technical Standards Innovation Base

(Smart Grid)が合格
国家標準化委員会 (SAC)

elecfans

✔ ✔ ✔ 中国 6-C4
CNISは台州市人民政府と戦略的協力協定に署名 中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ 中国 6-C5 バーミンガム大学が中国の原子力規制当局と廃棄物管理
ワークショップを開催

University of Birmingham

✔ 中国 6-C6 モンゴルのエネルギー規制委員会の代表団が訪問 中国標準化研究院 (CNIS)

✔ 中国 6-C7

NQI(国家品質インフラ)プロジェクト「中央アジアにおける中国
の石油およびガスパイプライン標準の変換と適用
セミナー」に職員を派遣

中国標準化研究院 (CNIS)
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✔ 中国 6-C8
第6回中印戦略的経済対話の省エネ・環境保護
ワーキンググループに参加

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ 中国 6-C9
「新しい運動エネルギーの改革、開放、開発を包括的に
深めるために」-2019年中国自動車産業発展(TEDA)国際
フォーラムを開催

中国自動車技術研究センター (CATARC)

✔ ✔ 中国 6-C10 Li Weiは、中国とEUの自動車産業対話に参加するために
ヨーロッパを訪問

中国自動車技術研究センター (CATARC)

✔ ✔ ✔ 中国 6-C11 全国情報技術標準化技術委員会は2019年第3回理事会を開
催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ シンガポール 6-A1
シンガポールとフィリピンは8つのMoUを締結

Enterprise Singapore 
（シンガポール企業庁）

✔ インドネシア 6-A2
インドネシアのESDM(エネルギー・鉱業資源省)は
産業用屋上太陽光パネルの設置に係る規制を発行予定

Bisnis.com

✔ ASEAN 6-A3
ASEAN諸国は原子力発電のインフラ整備をめぐる協定を

IAEAと締結
ASEAN HP

✔ インドネシア 6-A4
インドネシア国家標準化庁は有機ランキンサイクル（ORC）関
連の試験規格を検討

インドネシア国家標準化庁 (BSN)

✔ 国際 6-O1 排出のない世界に向けた協力
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 6-O2
5G時代のエネルギー効率：承認が近づいている新しいITU標
準

ITU News

✔ ✔ ✔ 国際 6-O3 日立とルーベンカトリック大学が共同開発したメッセージ
認証技術が国際標準規格として採択

ZD Net Japan

✔ ✔ 国際 6-O4
BSIが気候変動適応のための新しいISO標準を開始 edie

✔ 国際 6-O5

炭素回収に不可欠な官民コラボレーション：CEM CCUS
イニシアチブおよび石油およびガス気候イニシアチブによる戦
略的投資の促進

Clean Energy Ministerial (CEM)

Sustainable Japan

1469

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(16/21)

テーマ別情報一覧

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲

再掲



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ 国際 6-O6 IEC LVDCワークショップがジャカルタで開催 IEC Blog

✔ 欧州 7-E1 来るEUリーダーが新規AI、データ使用法について計画
PYMNTS.com

COMPLIANCE WEEK

✔ ✔ 欧州 7-E2
オンライン決済認証の厳格化に猶予求める声相次ぐ JETRO

✔ ✔ ドイツ 7-E3
返品破棄：法案の欠如 Händlerbund 

✔ ✔ フランス 7-E4 支払いのセキュリティ：Fevadは、DSP 2のバランスの
取れた移行計画の採用を歓迎

La Fédération du e-commerce et de la 

vente à distance (FEVAD)

✔ ✔ フランス 7-E5
欧州のDSP2及び移行計画

La Fédération du e-commerce et de la 

vente à distance (FEVAD)

✔ ✔ ✔ ドイツ 7-E6
連邦政府がブロックチェーン戦略を可決 連邦経済エネルギー省 (BMWi)

✔ ✔ ✔ 欧州 7-E7 「忘れられる権利」訴訟でグーグルが勝利、適用はEU圏限定
に

Forbes Japan

✔ ✔ ドイツ 7-E8 Händlerbundは、返品破棄に関するワークショップに
参加

Händlerbund 

✔ ✔ ✔ 米国 7-U1 NISTがプライバシーフレームワークのドラフトに対する
コメントを募集

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ ✔ ✔ 米国 7-U2 アメリカ初のプライバシー法(CCPA)が発効：ビジネスと
消費者にとってのCCPAの意味とは

Fortune

✔ ✔ 中国 7-C1 Xiao YaqingはQualcommのCEO、Steve Morenkovと
会談

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国 7-C2
標準で質の高い都市を作成 China Market Regulation News

✔ 中国 7-C3
国家規格「Eコマースソフトウェアコンポーネントの分類
およびコード」のドラフトに対する意見募集

中国標準化研究院 (CNIS)
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✔ インドネシア 7-A1
政府はEC企業に対し輸入税を製品価格と合わせて表示する
ように推奨

Bisnis.com

✔ シンガポール 7-A2
Iswaran大臣：政府はデジタルエコノミーに過剰な規制を
かけることに注意するべき

Strait Times

✔ ✔ 国際 7-O1
データプライバシーに関する最初の国際標準が公開 Digital Journal

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E1
BSIは、組織のプライバシー情報管理における将来的な
保証に貢献

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E2
委員会は、標準化規則の実施に関する実践的な
ガイダンスを計画

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E3
「規格は成功の要因」：CENはキャンペーン＃

Standards4Servicesを開始
Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E4

Competition Law 4.0専門家委員会は、Altmaier大臣に
最終報告書を引き渡し：デジタル経済のための新しい
競争の枠組み

Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E5 e-コンピテンスフレームワーク：デジタル経済の欧州規格 Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E6 Bareiß 政務次官は、ドイツとブラジルの経済会議を開催
Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

The Rio Times

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E7 ベラルーシの標準化機関はASTM Internationalと協力 BELARUS NEWS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E8 欧州議会がAI倫理に関するガイドラインを発表 JDSUPRA

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
欧州
日本

8-E9 安倍総理の「欧州連結性フォーラム」出席
外務省

Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E10 IT製品の安全には欧州のソリューションが必要 Deutsches Institut für Normung (DIN)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E11 ブリュッセルでのVDEの夏のレセプション2019

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.

(VDE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E12 インターネットの未来に関する会議
Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E13 ETSIの新しい使命重要なプラグテストイベント
European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E14 AIコースの設定：規範と標準なしでは機能しない
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U1
ULとViakooはフィジカルセキュリティシステムの
コンプライアンスに関し協力

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U2
NISTが19の小規模企業の技術開発に対して約400万ドルを
授与

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U3
USNCは人工知能の活用に係る道徳的原理の検討
のためSEGを募集

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U4 米国商工会議所は人工知能の原理を公開 US Chamber of Commerce

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C1 上海市、AI行動プランを発表 Record China

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C2
国際的サービス品質達成に向けた統合 国家標準化作業は、
高品質の開発に役割を果たす

国务院新闻办公室

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C3 中国の国家規格は3万6877項目に China Radio International (CRI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C4
標準化戦略関連の研究プロジェクト受け入れ会議の一部を北
京で開催

国家標準化委員会 (SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C5
Tian Shihongは中国代表団を率いて第42回国際標準化機構

(ISO)会議に出席
国家市場監督管理総局 (SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C6 CESIは第7回中国電子情報産業社会責任年次総会にて共催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C7
CNISは中国とモンゴルの経済貿易活動標準化フォーラムに
参加

中国標準化研究院 (CNIS)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C8

2019年全国サイバーセキュリティパブリシティウィーク-
ネットワークセキュリティ基準と業界サミットフォーラムを
共催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C9 第16回台湾海峡情報産業技術標準フォーラムを開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C10
中国・ASEAN国際標準化フォーラムが広西チワン族
自治区南寧市で開催

国家市場監督管理総局 (SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C11
中国国際ソフトウェア博覧会 ソフトウェア業界も「一帯
一路」で発展へ

週刊BCN

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C12 国家AI標準要件セミナー2019が北京で開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ マレーシア 8-A1 通信マルチメディア省はデータ・AIに係る国家政策を策定 Star Online

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ベトナム 8-A2 ホーチミン市は個人情報保護法の策定を要求 Baomoi

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ タイ 8-A3
タイのデジタル経済社会省は公共機関・企業にデータ保護に
係る法令の説明会の開催・ガイドライン策定を予定

Bangkok Post

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ インドネシア 8-A4
インドネシア政府はサイバーセキュリティに係る法令の
発行を断念

Kompas

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ベトナム 8-A5
ベトナム政府はインダストリー4.0に係るサミットを開催
予定

Open Gov Asia

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O1
米ムーディーズが2021年までに「ブロックチェーン標準化」予
測、証券化にメリット

COIN POST

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O2
シュナイダーエレクトリックは、ISA Global Cybersecurity 

Allianceの設立メンバーに
my news desk

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O3 ITUとシスコがデジタル変革イニシアチブを開始
International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O4 4つのトレンドがISOの将来の戦略に影響を与える
International Organization for 

Standardization (ISO)
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(20/21)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O5 韓国がISOの新理事国に 7度目＝日本も支持 聯合ニュース

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O6 新しい技術の研究を推進 ：ITU及び浙江大学 ITU News

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O7 AIで世界の目標を前進させる：国連事務総長 ITU News

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O8 国連がAIを有効に活用するために行っていること ITU News

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O9 日欧、デジタル・インフラ投資で連携安倍首相らが署名 日本経済新聞

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O10 5GはブダペストでのCTO会議で議論を支配 ITU News

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O11
ITU Telecom World 2019は、生活を改善する技術革新に焦
点

International Telecommunication Union 

(ITU)
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テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(21/21)
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EUによるグリーンボンド分野に係る標準化動向①:

EU Green Bond Standard発行に向けた取り組み （参照番号：1-E2, 7）

EUでは、TEG (Technical Expert Group)がEU GBS (Green Bond Standard)及び関連する
分類法（タクソノミー）発行に向け、民間意見も踏まえながら検討・策定を進めている

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

※1 国際的目標には、パリ協定やUN持続可能な開発のための2030アジェンダを含む
※2 EU GBSは、国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則（GBP）等の業界基準を参照し、ベストプラクティスをまとめた任意基準として検討が進められており、「EUグリーンボンド」発行者は遵守の必要あり

EUにおけるグリーンボンド標準化に向けた歩み

EU

政策動向

域内規格
策定動向

欧州委員会（EC）は、国際的目標※1とアラインしたEUファイナンス戦略策定のため、「Action Plan: Financing Sustainable 

Growth」を採択（2018年3月）

 持続的で包括的な成長達成のための資本フローの方向転換、気候変動等から生じる金融リスクの管理、金融・経済活動における透
明性促進、の3つを主目的として提示

T
E

G

に
よ
る
グ
リ
ー
ン
ボ
ン
ド

標
準
化
へ
の
取
り
組
み

ECがTechnical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)を設置、検討を開始（2018年7月～）

 TEGは環境面で持続可能な経済活動決定のための分類手法やEUグリーンボンド基準の策定を支援

 ①EU Taxonomy、②EU Green Bond Standard（※以下詳述）、③Benchmarks、④Disclosuresの4分野につき検討

主
導

機
関

TEGによるEUグリーンボンド発行に際しての基準となるGreen Bond Standard

（GBS）の検討開始（2018年7月～）※2

 個人専門家、アカデミア、企業、金融セクター、国際公共機関等が公式会議や
サブグループ会議に参画

GBSに関する中間報告（Interim Report）へのフィードバック受付（2019年3月～4月）

フィードバックを踏まえたECへの最終提案の提示（～2019年6月迄）
 ECへフィードバックを踏まえた最終提案を提示予定

GBSに関するステークホルダへのコンサルテーション実施（2018年10月～2019年1月）
 グリーンボンド発行者や投資家、関連分野専門家へのコンサルテーションを実施

グリーンボンド発行に際してのEU分類法の根拠となるEU Taxonomy Technical 

Reportへのフィードバックを受付（2019年7月～9月13日迄）
 ECへフィードバックを踏まえた分析結果を提示予定（2019年秋）

ファイナンス 参照番号：1-E2, 7今月のピックアップ 四半期レポート更新
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EUによるグリーンボンド分野に係る標準化動向②：
Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG)による直近の活動（2019年6月～） （参照番号：1-E2, 7）

TEGはEU Green Bond Standardレポートを発出した他、EU Taxonomy、
ベンチマークに係るレポートも意見聴取のために発出（2019年6月）

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成

EU Green Bond Standard Reportの発行（2019年6月） EU Taxonomy Technical Reportの発行（2019年6月）

フレームワークや報告フォーマット
等も具体に規定

【EUグリーンボンドの主要構成要素（4要素）】
① EU Taxonomy（分類法）との整合
② グリーンボンドフレームワークの発行

（発行者の戦略と環境目標との合致を説明）
③ 収益配分、環境影響に関する義務的な報告
④ フレームワーク・配分に係る報告に対する外部レビュー、承認

【目的及びスコープ】
• グリーンボンド市場の有効性、透明性、
両立性及び信頼性を向上させ、市場
関係者にEUグリーンボンドの発行及び
投資を奨励するため、ECが自主的且つ
非立法なEUグリーンボンド基準を作成

【EUグリーンボンドの定義】
• EUグリーンボンド基準に準拠した、欧州
又は国際発行者により発行された上場・
非上場の債券・市場債務証券を含む

【目的及びスコープ】
• EU分類法の根拠となるべき内容を規定

 農林業、製造、エネルギー、運輸、ICT、
上下水道等分野にて気候変動緩和に貢献
しうる67の活動のための技術的なスクリー
ニング基準

 気候変動への適応、実質的な貢献を評価
するための方法論と実例

 分類法の使用を意図する投資家のための
ガイダンスとケーススタディ 等

フィードバックを受付（2019年9月13日迄）
分析結果をECへ提示（2019年秋予定）

【目的及びスコープ】
• ベンチマーク・インデックス案として、気候
変動分野におけるベンチマーク（2種）、
全投資分野に共通するESG情報開示の
最小技術基準項目を提案

フィードバックを受付（6月18日より6週間）
フィードバック結果を受け、最終報告書を
発行（2019年9月末予定）
最終レポートに基づき、欧州委員会にて委任法令を検討予定

Interim Report on Climate Benchmarks and 

Benchmarks’ ESG Disclosuresの発行（2019年6月）

四半期レポート更新

次頁詳述

参照番号：1-E2, 7ファイナンス今月のピックアップ
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EUによるグリーンボンド分野に係る標準化動向③：
関連団体からのEU Taxonomy Technical Report意見聴取結果（2019年9月） （参照番号：1-E2, 7）

EU Taxonomy Technical Reportへの業界の意見等を踏まえ、EU政府は、グリーン
金融商品に関するEU基準の発行について、2022年末まで延期することに合意（9月25日）

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

テーマ別情報詳細 ファイナンス

EU関連
団体反応

EU政府
見解

EUの環境団体やNGOは、EU Taxonomy Technical Reportに対し、ポジションペーパーや共同文書の形で意見を表明
（以下、意見発出例）

 化石燃料への投資を「グリーン」と表示する可能性について、下記3点の理由により懸念を表明
 分類法は、クリーンな活動のみへ投資を導くための積極的な活動リストであるべき
 ゼロエミッション活動は、カーボンニュートラル活動とは異なる
 化石で生成されたエネルギーは、全体的な環境の観点からパフォーマンス性が低い

 上記に基づき、欧州委員会に対し、「ガス燃焼からの電気の生産」、「ガス燃焼による熱と冷気の生成」、
「ガス燃焼熱/冷熱と電力のコジェネレーション」、「水素の製造-CCSの使用」を分類から除外するよう要請

 また、TEGおよび持続可能な金融に係る将来のプラットフォームに対し、化石燃料で生成された
電気及び熱の活動を分類に含めないよう要請

 持続可能な経済活動を示すことにより、グリーンウォッシング防止を企図（以下、経済活動に係る10の優先事項）
 厳格化がなされるべき経済活動：
①電力と熱のためのバイオエネルギー、②林業、③水力、④生物多様性及び戦略的環境評価に関する横断的活動

 EU Sustainable taxonomyから除外されるべき経済活動：
⑤家畜、⑥輸送用のバイオ燃料とバイオガス、⑦化石燃料車両および船舶

 適切に除外され再度含まれるべきでない経済活動：
⑧原子力、⑨化石燃料、⑩焼却
※WWFが主導し、Transport & Environment、Environmental Paper Network （EPN）、

European Environmental Bureau、Zero Waste Europe等50以上のNGOが署名

EU Taxonomy Technical Reportへの意見等を踏まえ、EU政府は、グリーン金融商品に関するEU基準の発行
について、2022年末まで延期することに合意（2019年9月25日）
 2020年に発効予定であったタクソノミーについて、EU加盟国は、国内産業への損害を恐れ反対、2年以上延期することに同意
 また、どの投資を「グリーン」とするか決定する政府の権限を増幅させ、TEGによる手順を修正

参照番号：1-E2, 7

当決定は、原子力及び石炭火力発電所をタクソノミーから除外すべきとのTEG勧告に反するものであり、今後当内容への承認を求める
欧州議会も原子力及び石炭投資を「グリーン」プロジェクトから除外するスタンスであることから、今後の動向が注目される

50＋NGOに
よるJoint

Statement

発出

ECOSによる
ポジション
ペーパー発行
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多種多様な規格を取り扱う従来の流通前製品の適合性試験においてはFDAの業務負荷が発生
 従来の流通前製品の適合試験は、ISO、ANSI、IEC等多様な規格に基づき個別に各試験機関で行われ、その試験結果に
対しFDAが承認をしていたが、各規格の試験方法に一貫性がなく、内部協議や追加資料の請求等FDA内の業務負荷が増加

 FDAが承認したコンセンサス規格の普及も不十分

「Accreditation Scheme for Conformity Assessment（ASCA）」により、FDAが資格付与した試験機関が
医療機器のコンセンサス規格に対する適合性試験のレポートを作成可とすることで、FDAの業務負荷を軽減

1481

米国によるヘルスケア分野における政策動向：
FDAによる新たな適合性認定スキーム（ASCA）の導入 （参照番号：2-U7）

米国食品医薬品局（FDA）は、医療機器の市場流通前適合性評価を効率化するため、
コンセンサス規格を取り入れた新たな適合性認定スキームの導入を計画

出所：FDA HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

ヘルスケア 参照番号：2-U7今月のピックアップ

背景

適合性
評価制度

ASCA

の導入

【参考】パイロット対象コンセンサス規格
（※パイロットプログラムは2020年9月30日までに実施予定）

【医療機器の生物学的評価】
• ASTM F756：材料の溶血特性評価のための標準プラクティス
• ISO 10993-4：医療機器の生物学的評価–パート4：血液との相互作用
試験の選択

• ISO 10993-5：医療機器の生物学的評価–パート5：細胞毒性試験
• ISO 10993-10：医療機器の生物学的評価–パート10：皮膚感作性試験
• ISO 10993-11：医療機器の生物学的評価–パート11：全身毒性試験
• USP <151>：発熱性物質試験
• ISO 10993-12：医療機器の生物学的評価–パート12：サンプル調製・
標準材料

【医療用電気機器、医療用電気システムおよび実験用医療機器の基本
的な安全性と基本性能】
• ANSI / AAMI ES60601-1：医療用電気機器–パート1：基本的安全性と
基本的性能に関する一般的要求事項

• IEC 61010-1：計測，制御及び試験所使用電気機器の安全要件–パー
ト1：一般的要求事項

• FDAが認定した認定機関が、ISO 17025 （試験所認定）
及びASCAプログラムの要求事項に基づき試験機関を認定

• FDAが、認定機関に認定された試験機関に対して試験
資格を付与

•医療機器メーカは、資格付与された試験機関の中から、
コンセンサス規格に基づく機器の試験を依頼する機関を選択

•試験機関が作成した試験レポートを、医療機器メーカが
流通前製品の適合宣言書申請時に提出

認定機関

試験機関

認定

レポート作成 医療機器メーカ

認定

資格付与
選択

レポート提出
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ASTMはNASA等の協力機関とAMCoEを設立し、3Dプリンティング分野での研究開発活動を促進（2018年7月）

 ASTMは業界団体と政府と共同でAMCoE加入機関が実施する研究開発に投資し、その結果に基づき規格を策定

 1st Roundとして原料、製造工程、製造後処理工程、試験を中心とした5件の研究開発への投資を発表
（2018年10月）

背景

1483

米国によるスマートマニュファクチャリング分野における政策・標準化動向：
3Dプリンティング分野における研究開発の促進 （参照番号：3-U1）

ASTMはAdditive Manufacturing Center of Excellence （AMCoE）を設立し、
当該組織の研究開発を援助することで、3Dプリンティング分野の標準化活動を促進

出所：ASTM HP、AMCoE HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-U1今月のピックアップ

ASTMはASTM F42.90.05（研究・イノベーション分野における国際的なサブ委員会）の選定に基づき、
新たに2nd Roundとして9件のR&Dに研究費を投資することを決定（2019年9月）

ASTM

による
研究開発
支援活動
（直近の活動
につき抜粋）

投資対象
R＆D

（2nd Round）

一覧
（全9件）

研究内容 実施機関

1 Inspection process to detect quality issues after fabrication through L-PBF 米Auburn University

2 Qualitative and quantitative metrics for L-PBF evaluation methods 米Auburn University, NASA

3 Minimum subset of AM data entries and entries taxonomy 米EWI

4 Guidelines for acceptable test result in powder feedstock test methods 英MTC

5 Best practices in design for each type of post-processing operation 英MTC

6 Off-axial monitoring to acquire optical and thermal images from L-PBF 星NAMIC

7 Guide to directed energy deposition (DED) and material extrusion (MEX) 星NAMIC

8 Test plan and matrix incorporating existing polymer characterization activities 米NIAR

9 Coupon-part property relationships in additively manufactured polymers 米NIAR

Direct Funding

投資計画
Plan R&D

研究開発の計画
Conduct R&D

研究開発の実施

Standards Development

規格策定
Implementation

普及活動

• ASTM、業界団体、
政府による資金調達・
投資計画

• AMCoE加入機関
（NASA、EWI等）各自
におけるR&D計画

• AMCoE加入機関に
よるR&D実施

• ASTMによる投資

• R&D結果に基づいた
規格策定

• 規格の普及に向けた
認証制度の構築、
試験の確立 等

ASTM・AMCoEにおける研究開発に基づいた規格策定プロセスの流れ（AMCoEのHPから抜粋）
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米国によるドローン分野における標準化動向①:

ドローン識別IDに係る規格の発行 （参照番号：4-U1）

ASTM Internationalは、ドローン識別IDをスマートフォン等で入手可能
にするための新しい規格（ASTM WK65041）を提案しており、現在投票が進行中

ASTM 

による
ドローン
分野に
おける
標準化
動向

ASTM InternationalはドローンのID遠隔認知・識別システムに係る規格「ASTM WK65041」を策定中

出所：ASTM HP及びその他公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

モビリティ 参照番号：4-U1今月のピックアップ

規格
策定状況

ID

当該規格案はASTM Internationalに提出され、2019年9月9日から投票を開始

規格策定
体制

ASTM技術委員会「F38 on Unmanned Aircraft Systems」中のサブ委員会である「F38.02 on 

Flight Operations」にて政府機関、DJI等ドローンメーカー、Google X、Amazon等との協力の下策定

 米国連邦航空局（FAA）やカナダ運輸省（Transport Canada）等の民間
航空当局及びドローン業界の複数リーダーからの意見を聴取

FAA等の
情報DB

情報登録

参照

ID

公安機関個人

 当該規格は飛行中のドローンと地上電子端末間の通信方式、および通信方式
に対応するためのドローンの物理設計、飛行中の速度・高さを規定
 通信する識別IDの構造、および識別ID受信後のIDの活用については規定範囲外
 ドローンの物理設計、飛行中の速度・高さ等の要件については、既存規格との整合
性を担保（ASTM F2910、F3298）

 当該規格は位置情報の通信において既にADS-B、Mode-S、Mode-B方式を
導入しているドローンを除き、新機種・現行機両方に適用
 現行機ドローンはマイクロチップをUSBポートに挿入することで適応可能

 当該規格の適用により、飛行中のドローンに係る識別IDを、電子端末（スマー
トフォン等）を用いて、遠隔で入手可能

ID

規格概要

規格名 ASTM WK65041 New Specification for UAS Remote ID and Tracking
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米国によるドローン分野における標準化動向②:

UASSCによる標準化ロードマップの改訂 （参照番号：4-U8）

UASSCはドローン分野の標準化活動を推進しており、標準化ロードマップVer2.0策定に
向け現在外部専門家を募集中

米国国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

米国運輸省は、ドローンの社会的・経済的メリットを重視し、規制を最小限化することで活用を促進

 ドローン配送の事業認可の運用を緩和（2018年）
 飛行免許の電子認可手続を導入（2018年）
 ドローン管制システム構築のための予算を計上（2019年度）

標
準
化
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
・内
容

米国規格協会（ANSI）が検討のための横断的WG（UASSC*1）を設置（2017年）
 UASSCには、規制当局、標準化団体、Amazon、Intelを始めとする幅広いドローン開発企業が参画

主
導

機
関

※1 UASSC：Unmanned Aircraft Systems Standardization Collaborativeの略

UASSCが標準化ロードマップ（Ver1.0）発行（2018年12月）
 ドローン分野において標準化が必要な分野・事項を優先度とともに提示

キックオフ総会にてロードマップ見直しを開始
（2019年9月12日@ワシントンDC 予定）

標準化ロードマップ（Ver2.0）発行（2020年6月末 予定）

ANSIがスポンサーシップ提供を発表（2019年4月）
 スポンサーシップがロードマップの更新の一環として求められており、

ANSIとして2019年7月～2020年6月の1年間のスポンサーシップを発表

規格の存在し
ない60の特定

されたギャップ
の進展や見落
とされている
可能性のある

トピックについ
て討議

参照番号：4-U8モビリティ今月のピックアップ

標準化ロードマップ Version 2.0検討のため外部専門家募集を発表
（2019年9月23日）

外部専門家に対し下記事項への参画を要求：
 現在標準化ロードマップで網羅されていない分野の標準化の可能性検討

（飛行時の周波数割り当て、ドローンの都市部・レジャーにおけるユーズケース等）

 当該分野に係る既存規制・規格策定における余地の再確認
 規制・規格策定状況・進捗の確認、ロードマップへの反映

出所：公開情報に基づきDTC作成
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EUによるマイクロプラスチック分野における規制動向 （参照番号：5-E1）

欧州委員会の戦略を受けECHAが発表した制限対象のプラスチック成分に対し、
ECOSを始めとした関連機関から反対の声が集中している

背景

欧州委員会（EC)は、プラスチックの生産、使用、廃棄に関し、European Strategy on 

Plastics in a Circular Economyを発行（2018年1月）
 EUにおけるプラスチック生産、使用、廃棄量の削減に向けたビジョン及び実現のための方針を規定
 方針に基づいた詳細なアクションプラン、タイムラインについても提示

出所：EU Commission、ECHA、ECOS HP等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

資源循環 参照番号：5-E1今月のピックアップ

（参考）
関連機関
による

ECHAへ
の反応

ECOS（Environmental Citizens Organisation For Standardisation）は生分解性マイクロプラスチックの
除外に対し反対の見解を提示（2019年9月2日）

 ECOSは下記理由により生分解性マイクロプラスチックの除外に反対、制限の適用を要求
 提案された生分解基準は、環境への悪影響がないことを十分に保証していない
 当該戦略では、プラスチック廃棄物及びポイ捨て抑制のために、マイクロプラスチックの制限を定めており、

生分解性プラスチックを代用することは廃棄物・廃棄削減に寄与しない
 生分解性プラスチックは、あくまでプラスチックであり、プラスチックの生産減少に寄与しない

規制当局
による
戦略実行
に向けた
取り組み

当戦略を受け、欧州化学機関（ECHA）は制限対象とするプラスチック成分の一覧を発表（2019年8月22日）
但し、対象から生分解性マイクロプラスチックを除外

 ECHAは「Annex XV Restriction Report」にて、自然由来のポリマーは生分解性があり、制限対象
とするマイクロプラスチック成分に含めるべきではない※との見解を提示
※但し生分解性マイクロプラスチックとして除外されるには、生分解性の定義に基づくラベリングの付与が必要

“Polymers per se are an appropriate starting point for substance identification for this restriction. However, polymers that 

occur in nature can, by default, be considered to be inherently (bio)degradable and should not be considered as 

microplastics.” (Annex XV Restriction Reportより抜粋）
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EUにおけるプラスチック使用に関する規制動向 （参照番号：5-E8）

プラスチックの環境への影響削減に関する欧州指令（通称Single-Use Plastics 

Directive）が発効され、国内法化に向けた移行期間に突入（2019年7月～）

1489

 「製品要件（第6条）」として、製品の使用中にキャップと蓋が容器に取り付けられたままである場合にのみ、付属品に規定されたプ
ラスチック製のキャップと蓋を有する使い捨てプラスチック製品の市場流通を保証。
ECは、2019年10月3日までに当製品（炭酸飲料用を含む）の要件に関連する水平規格の開発を要求

 「マーキング要件（第7条）」として、附属書にリストされる各使い捨てプラスチック製品に対し、包装又は製品自体に明確で、判読可
能且つ消えないマークを付し、適切な廃棄物管理オプション、製品中のプラスチックの存在が分かるようにすることを規定。
ECは2020年7月3日までに、当マーキングに係る仕様確立のための施行方法を採択

 「拡張された生産者の責任（第8条）」として、ECは、欧州標準化機関に、漁具の円形設計に関する水平規格の開発を要求し、
当製品廃棄の際のリサイクル可能性を促進することを規定

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：環境総局（Environment (ENV)）

 特定のプラスチック製品による環境、特に水生環境及び人間の健康に及ぼす影響を防止・軽減する
 革新的で持続可能なビジネスモデル、製品、材料を用いた循環経済への移行を促進する （第1条）

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）

間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the 

impact of certain plastic products on the environment
※公布：2019年6月 施行：2019年7月 移行期間：2年（2021年7月3日までに国内法令化）

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

欧州委員会は、今後マンデートにより欧州標準化機関へ整合規格の開発を要求する予定。
（飲料容器の強度、信頼性、安全性確保のための基準等）特定の製品要件の検討がなされる見込みであり、今後の動向を注視する必要有

ス
コ
ー
プ

 付属書に記載される使い捨てプラスチック製品、オキソ分解性プラスチックで作られた製品及びプラスチックを含む漁具
例：「消費削減対象」として、カバー・蓋を含む飲料用カップ、食品容器等、「市場への流通制限対象」として、綿棒、カラトリー（フォーク、ナイフ、スプー
ン、箸）、プレート、ストロー、バルーン取付用スティック、発砲ポリスチレン製の食品容器、飲料容器、飲料用カップ等を対象とすることを規定（付属書）

資源循環 参照番号：5-E8今月のピックアップ
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EUにおけるエコデザイン・物質効率に係る規制及び標準化動向① （参照番号：5-E3, 11, 13）

EUでは、マンデートに基づきCEN-CENELECにてエネルギー関連製品の物質効率に
関する規格の検討を進めており、今後エコデザイン指令の実施措置にて参照される予定

1490

 ECがCEN、CENELEC等に対し命令書（Mandate 543）を
発出（2015年12月）

 Mandate543により、物質効率側面に関しての検討を要請
 製品寿命の拡大
 製品廃棄時のリユースコンポーネント又はリサイクル材の能力
 製品へのリユースコンポーネント及び／又はリサイクル材の
使用 等

Regulations
（規制）

Standards
（標準）

策
定
機
関

規
定
／
検
討
事
項

 CEN-CNENLEC Joint Technical Committee 10
(Energy-related products - Material Efficiency Aspects for 

Ecodesign)

 Secretariat: オランダ

 欧州委員会（EC）

 Work programme (CEN-CLC/TC 10)を設置し、10件の
Work Itemを検討（以下、抜粋）
【CNELEC】
General methods for the assessment of the ability to repair, 

reuse and upgrade energy related products (EN) 

General method for the assessment of the ability to re-

manufacture energy related products (EN)

【CEN】
General methods for assessing the recyclability and 

recoverability of energy related products (EN) 

General method for assessing the proportion of recycled 

material content in energy related products (EN) 

General method for the assessment of the durability of 

energy-related products (EN)

 エネルギー関連製品の実施措置を設定する枠組み指令
（Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting 

of ecodesign requirements for energy-related products）（通称
エコデザイン／ErP指令）において、エネルギー関連製品
（ErP）に対し環境配慮設計（エコデザイン）を義務付け、
製品グループごとの最低要件を規定

 ErP指令に基づき、関連製品（ErP）に係る制定基準を規定
する実施措置（Implementing Measures）を検討・施行
【実施措置】
エネルギー関連製品(ErP)に関する最低基準を規定
製品別に実施措置を設定
※但し、現地点ではエネルギー効率のみの要件に留まる

規
制
・標
準
間

の
関
係
性

Mandate 
による規格
策定命令

EN/TS

規格の引用

 上記に基づき策定された規格（EN規格、TS規格）に
つき、エコデザイン指令 実施規則ヘ引用（予定）

次頁詳述

資源循環 参照番号：5-E3, 11, 13今月のピックアップ

×

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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EUにおけるエコデザイン・物質効率に係る規制及び標準化動向②：
CEN-CNENLEC JTC 10における直近の標準化活動 （参照番号：5-E3, 11, 13）

CEN-CENELEC JTC10では、直近製品の修理・再製造に係る規格3件（EN 45553,

45554, 45555）の投票が進められている

※10月3日時点で既にステータスが移行され、EN 45555:2019としてCEN/CENELEC HP上にて掲載

資源循環 参照番号：5-E3, 11, 13今月のピックアップ

エコデザイ
ンに関する
直近の

標準化動向

直近は下記3件の修理・再製造に係る規格について投票実施・完了、又は投票の開始を発表（2019年9月）

検
討
中
の
規
格
概
要

CEN-CNENLEC Joint Technical Committee 10

(Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign)にて検討
 体制：オランダが事務局を担当し、7つのWorking Groupを設置

主
導
機
関

WG Title

WG1 Terminology

WG2 Durability

WG3 Ability to repair： reuse and upgrade energy-related products

WG4 Ability to remanufacture and method for determining the proportion of reused components in products

WG5 Ability to recycle and recover energy-related products, recycled material content of energy-related products

WG6 Documentation and/or marking regarding information relating to material efficiency of the product

WG7 Chairman’s Advisory Group

Reference Title Scope Stage

FprEN 

45553

General method for the 

assessment of the ability 

to remanufacture energy-

related products

• エネルギー関連製品の再製造能力を評価するための一般的な
方法論を提供

• 再製造可能性の評価とプロセスに関する横断的な方法につい
て詳述

Approval Stage

（9月中旬に投票完了）
否決により規格案
の改訂を予定

FprEN 

45554

General methods for the 

assessment of the ability 

to repair, reuse and 

upgrade energy-related 

products

• 製品の修理と再利用能力の評価に関連するパラメーターと方
法を定義

• 特定のコンポーネント、消耗品、またはアセンブリを製品から取
り出すことで、修理、再利用、またはアップグレードの促進を企
図

Approval stage

（10月25日まで投票）

EN 45555※General methods for 

assessing the recyclability 

and recoverability of 

energy-related products

• エネルギー関連製品のリサイクル可能性の評価、エネルギー
関連製品の回収可能性の評価、エネルギー関連製品から

特定を取り外しリサイクルを促進する能力の評価、等に関する
一般的な方法論を規定

• 製品固有のリサイクル率と回収率を計算するために考慮される
一連のパラメーターを定義

Approval Stage

（9月上旬に投票完了）

可決により、規格発行
に着手

↻

―

✔

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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2050年までの再エネ供給比率目標の達成に向け、VDE及びDKEはブロックチェーンによるエネルギー
マネジメントの高度化、空中風力エネルギーシステムに係る標準化活動を推進

 VDE・DKEタスクフォースはホワイトペーパー「Roten 

Faden durch das Thema Blockchain」を公開し、
当分野におけるブロックチェーンの活用可能性を提示

 さらに、ブロックチェーン関連の国際規格策定に向け、
VDE・DKE及び外部専門家で構成された「スマートエネル
ギー委員会」を設置
 連邦経済技術省（BMWi）、連邦安全保障局（BSI）、EU委員会
及びその他関連する国内外のステークホルダと連携

 DKE・VDEは風力による安定供給実現のため、空中風力
タービンに着目し、関連規格の策定を企図

 VDE・DKEはこれまで発電所から電力網への電力供給の変換
に係る研究・政策を支援をしており、知見を既に蓄積

 DKE / K 383委員会はこれまで風力タービンの標準化
（主に安全性関連）に関与

ドイツ政府は、再生可能エネルギーの調達を優先させるRenewable Energy Source Act（EEG）を発行。

電力調達にあたり、オークション制度へ移行のため法令を改訂し、2050年までの再生可能エネルギーの供給
比率目標を全体の80%と設定（2017年）

背景

1493

ドイツによる再生可能エネルギー分野における政策・標準化動向 （参照番号：E-11, 12）

ドイツVDE・DKEは政府による再生可能エネルギーの供給目標達成に向けて、
ブロックチェーン、空中風力エネルギーに係る標準化活動に着手

出所：連邦司法消費者保護省、VDE, DKE HP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成

エネルギーマネジメント 参照番号：E-11, 12今月のピックアップ

直近（9月）

の標準化
動向

「Renewable Energy Source Act (EEG) 2017」要旨（連邦司法消費者保護省HPより抜粋）

 再生可能エネルギーの供給比率目標の設定： 2050年までに再生可能エネルギーの供給比率を80％まで引き上げる
（2025年は40~35%、2035年は55～60%と段階的な引き上げ目標を規定）

 運用主体による電力網の改造・管理の義務化： 再生可能エネルギーの小規模電力供給者（小型発電所、個人等）からの電力供給に備え、電力網
の運用主体は、電力網に対して然るべき改造・管理を行い、電力逆流等による供給者側の事故・故障を防止

 再生可能エネルギーのオークション制度の確立： 風力、太陽光力、及びバイオマスを中心とした再生可能エネルギーを供給者から調達するに
あたってのオークション制度（入札条件、価格設定等）を制定

再生可能エネルギーの供給量増加を目的とした

空中風力エネルギー関連規格の策定（予定）
（2019年9月25日公開）

ブロックチェーン活用に向けた

スマートエネルギー委員会の設置
（2019年9月19日公開）
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直近の紛争に関する詳細情報

1495

EUにおけるGDPR「忘れられる権利」を巡るハイテク企業との紛争動向（参照番号：7-E1, 7）

検索エンジンに対するGDPR「忘れられる権利」の他地域への適用について、
EU司法裁判所（ECJ）はGoogleに義務はないとの判決を発表

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

法廷闘争
の背景

EU司法
裁判所

（ECJ）による
判決

今後の対応

 仏データ保護当局CNILは、Googleに対しEU市民の
「忘れられる権利」を世界全体へ適用するよう要請
（2015年）
 EU市民に係る誤情報や名誉棄損につながる検索結果を、
世界全体から排除する必要性を主張

 加えて、Googleに罰金10万ユーロを要求

 要請を受け、GoogleはEU地域内で「忘れられる権利」
を適用するが、EU域外では適用しないとするGeo-

Blocking機能を導入
 EU圏内で排除された検索結果はEU域外で通常通り表示
 罰金についても支払わない方針を表明

 EU司法裁判所（European Court of Justice : ECJ）は
GoogleにEU域外からの検索に忘れられる権利を
適用する一般的な義務はないとの判決を発表

 言論の自由を守る英国のNPO Article 19、Microsoft、
Wikipedia等多くの企業・団体は当該判決を評価

 CNILは当該判決を不服として、控訴を予定

共通今月のピックアップ

Appleに対しアイルランド政府に働きかけ、長期に
わたり、脱税してきた疑いが浮上（2016年8月）
• EUは罰金130億ユーロを要求（現在裁判中）

FacebookはWhatsAppの買収に係る不正情報の
公開により、EU買収法に違反（2017年5月）
• EUは罰金1億ユーロを要求

Googleは自社検索エンジンの製品比較機能に、
自社ショッピングPFを優先して掲載（2017年6月）
• EUは罰金24億ユーロを要求

GoogleはAndroid端末上で、検索における自社
関連アプリの順位を利己的に操作（2018年7月）
• EUは罰金43億ユーロを要求

Googleは自社検索エンジンに競合検索エンジンに
係る情報・広告の表示をブロック（2019年3月）
• EUは罰金14億ユーロを要求

Amazonに対しEC加盟店の顧客データを自社製品
の販売促進に活用している疑いが浮上
• EUは調査開始を発表

GoogleはEU域外からの検索に「忘れられる権利」を
適用する義務はないとEU司法裁判所（ECJ）が発表
（2019年9月）
• 仏データ保護当局CNILへ罰金を支払わない方針

E
U

対G
A

F
A

の
紛
争
を
巡
る
主
要
出
来
事

参照番号：7-E1、7

“Currently, there is no obligation under EU law, for 

a search engine operator who grants a request for 

de-referencing made by a data subject... to carry out 

such a de-referencing on all the versions of its 

search engine,“ (ECJ発言から抜粋）
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AI分野の技術的側面において世界をリードする米国
には、海外から投資が増加
• 一方AI分野における情報の透明性を担保するために、連邦・
各州が過剰な規制をかける懸念が民間企業間で浮上

1497

米国による人口知能（AI）分野における標準化動向：
AIに関する方針・原理の発行（参照番号：8-U4）

米国商工会議所はAI分野における過剰・閉鎖的な規制を回避するために、
連邦・各州政府に向けたArtificial Intelligence Principlesを発行

AIの使用・
規制を

管理する
方針・原理

U.S. Chamber's Artificial Intelligence Principles

10の原則を規定（以下、概要抜粋）

① Recognize Trustworthy AI is a Partnership

 AIの使用・規制における情報透明性を担保

② Be Mindful of Existing Rules and Regulations

 AIの活用と既存のルール・規制との整合性を担保

③ Adopt Risk-Based Approaches to AI Governance

 厳格な規制ではなく、リスク評価・管理によりガバナンスを維持

④ Support Private and Public Investment in AI Research 

and Development

 当該分野における官民による投資を促す優遇制度を構築

⑤ Build an AI-Ready Workforce

 労働者におけるAIリテラシーを向上

⑥ Promote Open and Accessible Government Data

 可能な限りAIの判断精度を高める政府データを公開

⑦ Pursue Robust and Flexible Privacy Regimes

 データ公開と顧客保護のバランスを担保

⑧ Advance Intellectual Property Frameworks that Protect 

and Promote Innovation

 AIに係る民間企業の知的財産権利を尊重・保護

⑨ Commit to Cross-Border Data Flows

 クロースボーダーのデータフローを阻害しないよう配慮

⑩ Abide by International Standards

 国際レベルのAI関連規格策定を促進

電子商取引（Eコマース）今月のピックアップ

背景

参照番号：8-U4

出所： 米国商工会議所 HP等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

AIの仕様
及び規制
に係る

方針・原理
の発行

• 当該方針・原理は、AI分野における過剰・

閉鎖的な 規制（例：ソースコード提示の義
務化、データ保管の現地化等）を回避する
ことを目的に使用

• 今後連邦・各州の議会等と連携し、米国

商工会議所は当該方針・原理を基に必要
な規制・ルールづくりに参画

米国商工会議所はAIの使用及び規制を管理する
方針・原理「Artificial Intelligence Principle」
を公開（2019年9月）

• 米国商工会議所配下組織、Technology 

Engagement Center (TEC)とGlobal

Regulatory Cooperation（GRC）が
共同で発行・公開

• 50超の商工会議所の会員
企業に意見聴取を実施

検討体制・
プロセス

位置づけ
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引（Eコマース）、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 オンライン
決済認証の
厳格化に猶
予求める声
相次ぐ

9月9日 オンライン取引に対する利用者の信頼感を高める新規規制に対し、
中小・零細企業が多い小売流通事業者やホテル・飲食産業は性急な制度
導入に対する懸念を表明

 背景：
• EU改正・決済サービス指令（PSD2）に基づく措置として、欧州経済領
域（EEA）にて実施される電子的支払いを対象に、本人による確実な
認証（SCA）を採用した2段階認証が9月14日より義務付け

 ユーロコマース※声明(9月3日)：
• 「9月14日までに全ての関係事業者が2段階認証に準拠する準備が
整備できていない」と発表

• 関係事業者が十分な準備対応が可能となるよう、EU加盟国の金融当
局に柔軟な運用を要求

 欧州銀行連盟(EBF)声明(8月14日)：
• 「EEAで行われる30ユーロを超える全てのオンライン決済で、2段階
認証が義務化される」と注意喚起を実施

 欧州ホテル・外食産業協会（HOTREC）声明(9月4日)：
• EU各国金融当局に対し、2段階認証導入が義務化される期日の延期
を求める声明を発出

• 同産業は外国人利用者が多く越境オンライン決済での認証作業への
混乱が想定されるため、18カ月の移行期間が必要だと提案
※欧州流通事業者の産業団体

JETRO https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/09/8

c82caedab

51d39a.ht

ml
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/6)

ファイナンス分野関連記事詳細（1/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E2 化石燃料を
グリーン投
資から遠ざ
けよう！

9月12日 ECOSは、欧州委員会（EC）のTaxonomy Technical Reportに関する
ポジションペーパーを発行

 背景：
• ECの技術専門家グループ（TEG）はTaxonomy Technical Reportの
最初のドラフトを公開（2018年6月）

 ポジションペーパー概要：
• Taxonomy Technical Reportにおいて、化石燃料の存在及び基本的
な持続可能性要件の欠如について深刻な懸念を表明

• 化石燃料で生成された水素、電気、熱をEU分類から除外することを
要求

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/lets-

keep-

fossil-

fuels-out-

of-green-

investment

s/

フラ
ンス

1-E3 支払いのセ
キュリティ：
Fevadは、
DSP 2のバ
ランスの取
れた移行計
画の採用を
歓迎

9月12日 電子商取引・通信販売事業者協会（FEVAD）は、ネット決済に関する
欧州指令（DSP2）で規定されたフランス銀行の移行計画について、賛成
を表明

 計画概要：
• 2019年9月14日より、欧州指令（DSP2）が発効されることを受け、フラ
ンス銀行がDSP2に関する利害関係者と協議し、策定

• 2019年9月から2021年3月までの間に、DSP2で定めるデータインフ
ラストラクチャの段階的実装を規定
• インフラストラクチャの実装により、より高度な詐欺の検出が可能

La Fédération 

du e-

commerce et 

de la vente à 

distance 

(FEVAD)

https://ww

w.fevad co

m/plan-de-

migration-

equilibre-

de-la-

dsp2/

1501

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(2/6)

ファイナンス分野関連記事詳細（2/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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ファイ
ナンス

フラ
ンス/

ドイツ

1-E4 Libraに関す
る共同声明

9月13日 フランス及びドイツ政府は、米Facebookの暗号通貨Libraに関し、
リスク対応が不十分であり使用を認めない方針とする共同声明を発表

 背景：
• Facebookは、2020年にLibraの利用開始を目指し計画を推進

 声明概要：
• Facebookの計画内容については、投資家保護、マネーロンダリング、
テロ資金への流用等のリスク対応が不十分であり、欧州での運用は
認められない旨を表明

Ministère des 

E'conomie et 

des Finances 

(MINEFI)

IT Media

https://min

efi hosting.

augure.co

m/Augure

Minefi/r/Co

ntenuEnLi

gne/Downl

oad?id=06

ECAFEF-

3E04-

4CCC-

A694-

D929DD4

590A4&file

name=141

7%20-

%20Joint

%20state

ment%20o

n%20Libra

%20final.p

df

https://ww

w.itmedia.

co jp/news

/articles/19

09/17/new

s054.html

欧州 1-E5 フランス財
務大臣は
EU圏での
暗号資産の
共通規制と
デジタル通
貨の発行を
言及

9月16日 EU連合28カ国の財務大臣による月例会合が開催され暗号資産における
EU共通の枠組みとパブリックデジタル通貨について討議（@フィンランド）
 会合にて仏ブルーノ・ル・メール財務大臣はEU内での暗号資産に関する規制及
びパブリックデジタル通貨（中央銀行が発行するデジタル通貨（CBDC））を発行
すべきと発言

COIN OTAKU https://coin

-

otaku.com/

topic/categ

ory/news/4

6196

1502

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(3/6)

ファイナンス分野関連記事詳細（3/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス
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ファイ
ナンス

フラ
ンス

1-E6 欧州の
DSP2及び
移行計画

9月16日 電子商取引・通信販売事業者協会（FEVAD）は、ネット決済に関する欧州
指令（DSP2）の段階的適用について欧州諸国の動向を掲載

 背景：
• 2019年9月14日より、DSP2が発効
• 詐欺防止等のデータインフラストラクチャの段階的実装を規定

 各国動向：
• 欧州経済領域（EEA）の26か国（フランスを含む）は、移行に正式賛成

• 21カ国は、書面又はスポークスマンを通じ、移行を支持
• 2カ国（ラトビア及びブルガリア）は、立場未表明

La Fédération 

du e-

commerce et 

de la vente à 

distance 

(FEVAD)

https://ww

w.fevad co

m/dsp2-

plans-de-

transition-

en-europe/

欧州 1-E7 ECOSは科
学に基づい
たEUの持
続可能性に
関する分類
法の要求に
署名

9月16日 ECOSは50以上のNGOと共同で、WWFが主導する持続可能な投資のた
めのEU「タクソノミー」に対し、10の優先事項に関する声明を発表し署名
 NGO及びECOSは、EUの「タクソノミー」は科学的根拠に基づく内容とすべきとし、
優先事項に関する声明を発表

 宣言概要：
• 持続可能な経済活動を示すことで投資家を導き、グリーンウォッシン
グを防止することを企図
• タクソノミー策定においては科学的な根拠に基づく必要性がある
ため、10の優先事項を提示

• WWFが立ち上げ、50以上のNGOが署名
 タクソノミー策定に係るスケジュール：

• 現在持続可能な資金に関する欧州委員会の技術専門家グループ
（TEG）が、タクソノミーの基準となる予定の「クライタリア」を定義中

• 今後3か月以内にTEGが「クライタリア」を完成させ、欧州委員会へ
送付予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-signs-call-

for-a-

science-

based-eu-

sustainabl

e-

taxonomy/
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ファイナンス分野関連記事詳細（4/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.fevad.com/dsp2-plans-de-transition-en-europe/
https://ecostandard.org/news_events/ecos-signs-call-for-a-science-based-eu-sustainable-taxonomy/
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ファイ
ナンス

ドイツ 1-E8 連邦政府が
ブロック
チェーン
戦略を可決

9月18日 連邦経済エネルギー省（BMWi）と連邦財務省（BMF）が他省庁と協力し
開発したブロックチェーン戦略を、連邦内閣が可決
 独連邦経済大臣は、ブロックチェーン戦略によりパイロットプロジェクトでブロック
チェーンテクノロジーの機会を活用すると同時に、エネルギー移行において
デジタル化を促進可能であると発言

 独政府はデジタル変革を推進するために金融セクターにおけるブロックチェーン
の活用を含む5つのアクションを提示

連邦経済エネ
ルギー省
(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190918-

bundesreg

ierung-

verabschie

det-

blockchain

-

strategie.ht

ml

フィン
ランド

1-E9 ヘルシンキ：
メッセージに
は標準の
電子領収書
が必要

9月18日 欧州標準化機構（CEN）主導によりフィンランドは電子レシート
（eKuitista）の標準を策定したことを、SFSが発表

 背景：
• 欧州委員会は2020年までにEUにおける公共調達時の電子請求書
発行の移行目標に合わせ、規格策定を推進

 推進機関：
• フィンランド国庫、フィンランド税務局、フィンランド金融サービス協会

 新規標準概要：
• EU支援による策定された標準SFS-EN 16931シリーズ（Electronic 

invoicing）（2017年策定）を補完する内容

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/hel

singin san

omat kaip

aa standa

rdia ekuiti

sta.5220.n

ews
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(5/6)

ファイナンス分野関連記事詳細（5/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190918-bundesregierung-verabschiedet-blockchain-strategie.html
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/helsingin_sanomat_kaipaa_standardia_ekuitista.5220.news
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ファイ
ナンス

欧州 1-E10 EU諸国は
「グリーン」
ファイナンス
ガイドを遅ら
せ、原子力
に開放した
ままにする

9月25日 EU政府は、グリーン金融商品に関するEU基準の発行について、
2022年末まで延期することを合意（9月25日）

 概要：
• EUは、グリーンな投資に関する一連の基準と手順に関するタクソノ
ミーについて、2020年の発行を予定だったものの、2年延期する旨の
文書を発表

 延期に対する反応：
• グリーン投資支持者は、2,000億ドルに成長したグリーンボンドの市場
成長を懸念

• また、原子力発電への投資が基準に含まれる可能性に対する
懸念が噴出

 今後の予定：
• EU政府の合意に関し、欧州議会の承認を取得予定

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-eu-

finance-

climate/eu-

states-

agree-to-

delay-

green-

investment

-guide-

leave-it-

open-to-

nuclear-

coal-

idUSKBN1

WA0V4

1-E11 「忘れられる
権利」訴訟
でグーグル
が勝利、
適用はEU
圏限定に

9月28日 EU司法裁判所（ECJ）は、GoogleにはEU域外からの検索に忘れられる
権利を適用する一般的な義務はないとの判決を発表（9月24日）

 背景：
• フランスのデータ保護当局CNILは、Googleに対しEU法に反する
検索結果を、世界全体の検索結果から排除するよう要請（2015年）

• Googleは、地域ごとに検索結果を変える機能を導入し、欧州では
忘れられる権利を遵守するが、それ以外の地域では、EUの規制に
従う必要はないと主張

• CNILはグーグルに罰金10万ユーロ（約1180万円）の支払いを要求
 判決内容：

• ECJは、今後もGoogleに対し、EU圏内のユーザーが、非EU国と同じ
検索結果にアクセスできない措置を講じることを要求するものの、EU
域外からの検索については、忘れられる権利を適用する義務はない
旨判決

Forbes Japan https://forb

esjapan.co

m/articles/

detail/2991

7
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(6/6)

ファイナンス分野関連記事詳細（6/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.reuters.com/article/us-eu-finance-climate/eu-states-agree-to-delay-green-investment-guide-leave-it-open-to-nuclear-coal-idUSKBN1WA0V4
https://forbesjapan.com/articles/detail/29917
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ファイ
ナンス

米国 1-U1 NISTがプラ
イバシーフ
レームワー
クのドラフト
に対するコ
メントを募集

9月9日 NISTは、個人のプライバシー保護に係るNISTプライバシーフレーム
ワークのドラフトに対するコメントを募集

 フレームワークの目的：
• 個人のプライバシー問題の抑制と、データ使用の有益性の最大化の
両立を図る組織を支援

 フレームワークの構成：
• コア：プライバシー保護活動のセット
• プロファイル：組織が目標を最も効率的に達成するために追求する
コアのアクティビティの決定方法

• 実施：プライバシーリスクの管理に用いるリソースの最適化方法
 今後の予定：

• 2019年末までにバージョン1.0を発行予定

National 

Institute of 

Standards and 

Technology
（NIST）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

9/nist-

requests-

comments-

draft-

privacy-

framework

1-U2 アメリカ初の
プライバ
シー法
（CCPA）が
発効：ビジネ
スと消費者
にとっての
CCPAの
意味とは

9月13日 カリフォルニア州消費者保護法（CCPA）が来年1月1日に発効することが
決定
 シリコンバレーやBig Tech企業が無効化を求めてロビイング活動を実施していた
カリフォルニア州消費者保護法（CCPA）については、今年のカリフォルニア州議
会が閉会したことで、来年1月1日に発効することが決定

 CCPA概要：
• 大企業またはデータの販売をビジネスの中核とする企業にのみ適用
• 消費者は、欧州のGDPR（一般データ保護規則）と同様の保護を享受
でき、企業に対して収集した個人情報の開示、データの削除、第三者
との共有を禁止することが可能

• 違反企業に対し最大7,500ドルの罰則を規定

Fortune https://fort

une.com/2

019/09/13/

what-is-

ccpa-

complianc

e-

california-

data-

privacy-

law/
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向

ファイナンス分野関連記事詳細（7/19）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/09/nist-requests-comments-draft-privacy-framework
https://fortune.com/2019/09/13/what-is-ccpa-compliance-california-data-privacy-law/
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ファイ
ナンス

中国 1-C1 中国は、新
しいデジタ
ル通貨が
FB Libraと
いくつかの
類似点を
保持

9月6日 Business Standardは、中国が提案予定の新規デジタル通貨は
FacebookのLibraコインと類似しており、WeChatやAlipayなどの
主要な決済プラットフォームで使用可能と発表

 中央銀行の上級役員によるコメント：
• 新しいデジタル通貨は中央銀行発行の紙幣と同じくらい安全
• また、インターネットに接続せずとも使用可能であり、Tencentの

WeChatやAlibabaのAlipayでも使用可能

Business 

Standard

https://ww

w.busines

s-

standard c

om/article/i

nternation

al/china-

says-new-

digital-

currency-

to-have-

some-

similarities

-to-fb-s-

libra-

11909060

0372 1.ht

ml

1-C2 中国のデジ
タル人民元、
極秘の中で
開発進行中

9月9日 中国国営メディアであるチャイナデイリーが、中央銀行デジタル通貨
（CBDC）向けの「閉ループ試験」が開始（9月4日）されたことを報道

 閉ループ試験概要：
• 支払いシナリオのシミュレーションを目的に、一部の企業や非政府
組織が参加し試験実施

coindesk 

JAPAN

https://ww

w.coindes

kjapan co

m/19366/

1-C3 テザー社、
中国元に
ペグした
ステーブル
コイン
「CNHT」を
発表

9月10日 Tether社は、中国の法定通貨である中国元に裏付けされたステーブル
コイン「CNHT」の発売を開始したと発表
 ステーブルコインの発行者であるTether社は米ドルに裏付けられたステーブル
コイン「USDT」で世界ナンバーワンのシェアを保持。今回「CNHT」の導入により
中国元からの直接的な資金流入を画策

NEXT 

MONEY

https://next

money.jp/?

p=21613
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/3)

ファイナンステーマ別情報詳細

ファイナンス分野関連記事詳細（8/19）

https://www.business-standard.com/article/international/china-says-new-digital-currency-to-have-some-similarities-to-fb-s-libra-119090600372_1.html
https://www.coindeskjapan.com/19366/
https://nextmoney.jp/?p=21613
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ファイ
ナンス

中国 1-C4 元米財務長
官が中国に
おけるグ
リーンボンド
発行の進展
を歓迎

9月26日 ブルームバーググローバルビジネスフォーラム2019において元米国財務
長官が中国のグリーンボンド発行の進展について評価

 Paulson元米国財務長官コメント要旨：
• 中国が世界で2番目のグリーンボンドの発行者であることに言及し、
民間資本を引き付けるための取組みを評価

• 中国が環境問題に注力し続けることは重要であり、米国と中国が
協力して環境財・サービスの関税を撤廃すべきと主張

xinhua http://www.

xinhuanet.

com/englis

h/2019-

09/26/c 1

38425174.

htm

1-C5 「グループ
顧客識別お
よび認証仕
様」の金融
業界標準に
対する意見
募集

9月27日 「グループ顧客識別および認証仕様」の金融業界標準のドラフトに対する
意見募集（10月25日まで）

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929444/29

75135/ind

ex.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/3)

ファイナンステーマ別情報詳細

ファイナンス分野関連記事詳細（9/19）

http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/26/c_138425174.htm
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975135/index.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C6 中国・
ASEAN国
際標準化
フォーラム
が広西チワ
ン族自治区
南寧市で
開催

9月29日 「中国・ASEAN国際標準化フォーラム」で中国人民銀行のLi Wei科学
技術部長が講演（9月23日＠広西チワン族自治区南寧市）

 Li Wei氏講演概要：
• 中国－ASEAN間の経済貿易取引が増加しているため、中国と

ASEANの金融基準の交換と協力は新たな期待に直面しており、
二国間金融基準の構築と協力を積極的に実施し、ISOおよびその他
の国際標準化団体の枠組みの下でのコラボレーションや金融標準化
人材のトレーニングの促進が必要であると強調

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929436/29

75138/ind

ex.html

1-C7 IBMと中国
銀行がシン
ガポールで
グローバル
イノベーショ
ンラボを
共同構築

9月29日 中国銀行は、金融業界の新しいイノベーションモデルを作成するため
IBMとの協力関係を拡大
 中国銀行（BOC）とIBMは、銀行のデジタル変革とBOCのイノベーション主導型
戦略の実施を加速するために、デジタル変革、顧客体験の強化、ビジネス革新、
エコシステム構築、認知技術の展開で協力

 BOCはシンガポールにグローバルイノベーションラボを開設し、デジタルシステム
の統合及びプロセスの自動化を導入により、規制遵守の効率的な手段を確立

LearnBonds https://lear

nbonds.co

m/news/ib

m-and-

bank-of-

china-co-

create-

global-

innovation-

lab-in-

singapore/
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/3)

ファイナンステーマ別情報詳細

ファイナンス分野関連記事詳細（10/19）

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975138/index.html
https://learnbonds.com/news/ibm-and-bank-of-china-co-create-global-innovation-lab-in-singapore/
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A1 OJKは三か
国の金融庁
とMoUを
締結し、
Fintech
企業の海外
進出を支援

9月19日 インドネシア金融サービス庁（OKJ）は、Fintech企業の海外進出に伴う
規制バリアを緩和する目的で、他三か国の金融庁と連携し、MoUを締結

 背景：
• インドネシアのFintech企業による他の東南アジア諸国への進出が活
発化と共に、東南アジア諸国のFintech企業によるインドネシアへの
進出も増加

 MoU締結者：
• インドネシア金融サービス庁（OJK）
• マレーシア、シンガポール、タイの金融庁

Investor https://inve

stor.id/fina

nce/dukun

g-

ekspansi-

fintech-ojk-

gandeng-

otoritas-

tiga-

negara-

asia-

tenggara

シンガ
ポール

1-A2 シンガポー
ルのMASは
フェイスブッ
クのLibraに
よる世界
金融への
影響を懸念

9月21日 シンガポールの金融管理局（MAS）は、フェイスブックの仮想通貨Libraの
普及によるリスクを懸念し、関連規制策定に向けては、引き続き世界各国
の金融庁と連携し情報共有していく旨言及

Crowdfund 

Insider

Financial 

Times

https://ww

w.crowdfu

ndinsider.c

om/2019/0

9/151845-

singapores

-monetary-

authority-

head-ravi-

menon-

says-libra-

raises-

global-

financial-

risks/

https://ww

w.ft.com/c

ontent/785

2890e-

da78-

11e9-8f9b-

77216ebe

1f17
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(1/3)

ファイナンス分野関連記事詳細（11/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://investor.id/finance/dukung-ekspansi-fintech-ojk-gandeng-otoritas-tiga-negara-asia-tenggara
https://www.crowdfundinsider.com/2019/09/151845-singapores-monetary-authority-head-ravi-menon-says-libra-raises-global-financial-risks/
https://www.ft.com/content/7852890e-da78-11e9-8f9b-77216ebe1f17
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A3 OJKは国内
Fintech
企業を統括
的に管理・
監視する
法令を考案

9月23日 インドネシア金融サービス庁（OJK）は政府にインドネシア国内Fintech
企業・サービスを対象とする法令を考案

 背景：
• 現在インドネシアでは、Fintechに係る規制が統括されておらず、中央
銀行（BI）およびインドネシア金融サービス庁が個別に規制を発行

• Fintech企業による違反があった場合でも取り締まりが難しい状況
 法令（案）の概要：

• Fintech企業およびFintechサービス提供者の明確な定義、それぞれ
に該当する顧客データの取り扱い、リスク管理等を規定

Pantau https://ww

w.pantau c

om/berita/

atur-

regulasi-

ojk-

usulkan-

uu-fintech-

acuan-

untuk-

penegaka

n-hukum

1-A4 AFTECHは
Fintech
サービスに
おける個人
データ保護
法の策定を
要求

9月24日 インドネシアFintech協会（AFTECH）はFintechサービスの利用・提供に
おける個人データの利用、活用、保護を明確化するための法律策定を
政府に要求

Cyberthreat https://cyb

erthreat.id/

read/2995/

Regulasi-

Pengelola

an-dan-

Perlindung

an-Data-

Mendesak
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ファイナンス分野関連記事詳細（12/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.pantau.com/berita/atur-regulasi-ojk-usulkan-uu-fintech-acuan-untuk-penegakan-hukum
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ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A5 インドネシア
中央銀行は
Fintechサン
ドボックスに
係る規制を
緩和

9月27日 インドネシア中央銀行総裁Perry Warjiyo氏は、Fintechのサンドボック
ス構築に係る条件を、規定要件への充足度から、国家プログラムとの親
和性に基づくよう変更する方針を提示

 背景：
• インドネシアではサンドボックス構築に厳格な要件が適用されたのを
受け、正規に登録を行わない違法Fintech企業が増加

 サンドボックス構築に係る条件変更の大まかな概要：
• 変更前：Fintech企業に対し中央銀行や金融サービス庁が定めた
厳格な要件への充足を要求

• 変更後：Fintech企業はFintech関連国家優先プログラムとの親和性
に基づき評価がなされ、リスク管理体制を中央銀行・金融庁に提示
出来ればサンドボックス構築が可能

Kr Asia https://kr-

asia.com/i

ndonesias-

central-

bank-to-

revamps-

regulations

-to-create-

fintech-

developme

nt-

sandbox

1512

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(3/3)

ファイナンス分野関連記事詳細（13/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://kr-asia.com/indonesias-central-bank-to-revamps-regulations-to-create-fintech-development-sandbox
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 データプライ
バシーに関
する最初の
国際標準が
公開

9月15日 ISOは接続された世界に関連するプライバシーの問題に対処するための
新規規格を策定
 本規格は個人データを保護するための管理システム（PIMS）の要件を規定。
既存のISO / IEC 27001「情報技術-セキュリティ技術-情報セキュリティ管理
システム-要件」を参照し追加要件を提供

 規格名称：
• ISO/IEC 27701：Security techniques — Extension to ISO/IEC 

27001 and

• ISO/IEC 27002 for privacy information management —

Requirements and guidelines

 策定背景：
• 欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）やカリフォルニア州の
プライバシー法など、昨今策定された規制に関連するプライバシー
関連訴訟の増加

 策定目的：
• 組織がプライバシー情報を管理し、規制要件を順守することを支援
するための要件を規定

Digital Journal http://www.

digitaljourn

al.com/bus

iness/first-

internation

al-

standard-

for-data-

privacy-

published/

article/557

907
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ファイナンス分野関連記事詳細（14/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

http://www.digitaljournal.com/business/first-international-standard-for-data-privacy-published/article/557907
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ファイ
ナンス

国際 1-O2 BSIが気候
変動適応の
ための新し
いISO標準
を開始

9月26日 BSIが気候変動への適応に関する最初の規格を公開し、企業が気候変動
に対する回復力を高めるための対策と報告・評価を開発する際の枠組み
を作成

 規格概要：
• 名称：BS EN ISO 14090:気候変動への適応–原則、要件、および
ガイドライン

• 組織が適切な手段を開発し、検証可能な方法で適応活動を報告する
よう導くことにより、気候変動関連の課題を対処するのに貢献

 本規格の影響についてのBSIの見解：
• 本規格は購買、保険、投資に影響を与え、バリューチェーン全体の
全ユーザーに関連有

• 規格の実装により、企業は気候変動に関する国連の持続可能な開発
目標（SDG 13）に貢献することが可能

edie https://ww

w.edie net/

news/9/BS

I-

launches-

new-ISO-

standard-

for-

climate-

change-

adaptation

/
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ファイナンス分野関連記事詳細（15/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.edie.net/news/9/BSI-launches-new-ISO-standard-for-climate-change-adaptation/
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ヘルス
ケア

英国 2-E1 BSIが医療
機器規制の
最初の製品
を認証

9月3日 BSIはNovartis Concept1吸入器を医療機器規制（EU 2017/745）に
適合するものとして認証（9月2日）

 認証概要：
• BSIは、Novartis Concept1吸入器は、MDRの規則20に基づき、

IIaデバイスとして分類し認証

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/septe

mber/bsi-

certifies-

first-

product-to-

the-

medical-

devices-

regulation/

欧州 2-E2 ECOSは、
エコデザイ
ンとエネル
ギーラベリ
ングに
関する最新
の標準化
要求案の
開発に参加

9月10日 ECOSは、欧州委員会（EC）のエコデザインとエネルギーラベリングに
関する標準化要求（SR）ドラフトに関し、規格の発行遅延の懸念を表明

 背景：
• 欧州委員会（EC）は標準化要求（SR）のドラフトに関し、欧州標準化
機構（ESO）と連携し、2つのカテゴリにおける整合規格を開発
• サーバー、データストレージ製品
• 食洗機、洗濯機、洗濯乾燥機

 ECOS意見概要：
• ECの新しいSRテンプレートに関し、懸念を表明

• 新しいテンプレートにおいては、期限の変更等、ESOが柔軟性を
持つ仕組みとなっており、規格の発行遅延に繋がる可能性を指摘

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-

participate

s-in-the-

developme

nt-of-the-

latest-

draft-

standardis

ation-

requests-

for-

ecodesign-

and-

energy-

labelling/
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https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/september/bsi-certifies-first-product-to-the-medical-devices-regulation/
https://ecostandard.org/news_events/ecos-participates-in-the-development-of-the-latest-draft-standardisation-requests-for-ecodesign-and-energy-labelling/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E3 ANECは機
械指令のレ
ビューにさら
に貢献

9月 ANECは、欧州委員会（EC）による欧州機械指令
（Directive 2006/42/EC） 改訂に関する公開協議に参加（8月）

 改訂に関するANECの提案概要：
• AI、サイバーセキュリティ、IoT等の最新テクノロジーへの対応強化
• アクセシビリティの要件を追加及び障害者の権利に関する国連条約
への言及

• 車両接近通報装置（AVAS）の導入等、e-スクーター使用における
リスクへの対応強化

• 消費者による機械レンタル等、持続可能な消費に向けた対応強化

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers

2-E4 エコデザイ
ンの照明は
最大1330
ユーロの節
約に役立つ

9月 ANEC及びBEUCは、エコデザイン照明に関する規制は、ポジティブな
経済的影響があるという調査結果を発表

 背景：
• エコデザイン指令による非効率な電球の段階的廃止より、10年が
経過（2019年9月1日）

• ANEC及びBEUCはÖkoInstitutに対し、エコデザイン照明規制の経済
的影響の調査を依頼

 調査結果概要：
• 規制により、欧州1世帯当たり、10年間で平均最大1,330ユーロの
節約効果が創出されていることが判明

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 Web 

Accessibilit

y Directive
に基づく新
しい義務が、
公共部門の
新しいWeb
サイトに
適用開始

9月23日 Web Accessibility Directiveは加盟国に対し、公的機関のWebサイトと
モバイルアプリを障碍者に対しアクセス可能なよう整備し、
そのアクセシビリティを監視及び報告することを要求

 EU指令名称：
• “Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the 

Council of 26 October 2016 on the

accessibility of the websites and mobile applications of public 

sector bodies（通称Web Accessibility Directive）
 適用開始（予定）日：

• 9月23日以降に公開されるWebサイト：2019年9月23日
• 9月23日以前に公開されたWebサイト：2020年9月23日
• 9月23日以前に公開されたモバイルアプリ：2021年6月23日

欧州委員会
(EC)

https://ec e

uropa eu/d

igital-

single-

market/en/

news/new-

obligations

-under-

web-

accessibilit

y-directive-

now-apply-

new-

websites-

public-

sector-

bodies

2-E6 Fitbitと
FibriCheck
は欧州の
CEマーク付
き心臓健康
検知アプリ
をFitbit 

Smartwatc

hユーザー
に提供する
ためのパー
トナーシップ
を発表

9月24日 FitbitとFibriCheckはベルギー、オランダ、アイルランド、英国において、
ユーザーのFitbitスマートウォッチから心房細動などの不規則性を監視
可能とするためのパートナーシップを発表

 FibriCheckのソフトウェア概要：
• CEマークを保持しており、EUの医療機器の性能基準を順守

 FibriCheckアプリ概要：
• Fitbit OS上で動作し、Fitbitの商用グレードPPG
（photoplethysmography）センサー（血流速度を測定する光ベースの
テクノロジー）を使用して、ユーザーの手首から心臓のリズム測定値を
検出

DutchNews https://ww

w.dutchne

ws.nl/news

/business

wire/fitbit-

and-

fibricheck-

announce-

partnershi

p-to-

deliver-ce-

marked-

heart-

health-

detection-

app-to-

fitbit-

smartwatc

h-users-in-

europe/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E7 電子タバコ
の化学物質
に関する
特定のEU
規則につい
て議論が
必要–
消費者団体

9月26日 ANECは、電子タバコの物質制限に関するポジションペーパー
"E-cigarettes and e-liquids - Limits for chemicals Basis for 

discussion"を発行
 目的：

• EUにおける、電子タバコおよび液体に対する明確な規則確立の必要
性に関する議論の発展

 ペーパー概要：
• 電子タバコ及び液体で使用される39種類の化学物質の濃度制限を
提案

• また、放出物質に関し、3種類の金属汚染物質と4種類の分解生成物
に関する制限を提案

Chemical 

Watch

https://che

micalwatc

h com/825

13/debate-

needed-

on-

specific-

eu-rules-

for-

chemicals-

in-e-

cigarettes-

consumer-

body#overl

ay-strip

2-E8 「忘れられる
権利」訴訟
でグーグル
が勝利、
適用はEU
圏限定に

9月28日 EU司法裁判所（ECJ）は、GoogleにはEU域外からの検索に忘れられる
権利を適用する一般的な義務はないとの判決を発表（9月24日）

 背景：
• フランスのデータ保護当局CNILは、Googleに対しEU法に反する
検索結果を、世界全体の検索結果から排除するよう要請（2015年）

• Googleは、地域ごとに検索結果を変える機能を導入し、欧州では
忘れられる権利を遵守するが、それ以外の地域では、EUの規制に
従う必要はないと主張

• CNILはグーグルに罰金10万ユーロ（約1180万円）の支払いを要求
 判決内容：

• ECJは、今後もGoogleに対し、EU圏内のユーザーが、非EU国と同じ
検索結果にアクセスできない措置を講じることを要求するものの、EU
域外からの検索については、忘れられる権利を適用する義務はない
旨判決

Forbes Japan https://forb

esjapan.co

m/articles/

detail/2991

7
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E9 IFA 2019：
デジタル
世界に適合

9月5日 VDEは、ZVEH及びZVEIと共同で、国際コンシューマ・エレクトロニクス展
（IFA2019）に出展（9月6～11日@ベルリン、ドイツ）

 出展概要：
• スマートホーム、スマートリビング、スマートガーデン等の分野に
おける技術開発及び人材育成トレーニングに焦点
• エレクトロニクス業界に従事者の資格については、トレーニング
及び学習コースの断続的な要件規定が必要である旨を確認

 Ansgar Hinz氏（CEO, VDE）発言要旨：
• 「デジタル化の波を受け、今後10年間で、ドイツにおいては10万人
以上のエレクトロニクス業界従事者が必要になるため、トレーニングに
よるドロップアウト率減少等、労働力の確保が急務である」

 Ingolf Jakobi（Chief Executive, ZVEH）発言要旨：
• 「エレクトロニクス業界における職業トレーニングに関して連邦経済
エネルギー省（BMWi）に申請書を提出し、新しいトレーニング要件に
合わせた調整を行っている」

 Dr. Klaus Mittelbach氏（Chairman, ZVEI）発言要旨：
• 「ZVEIはスマートホーム、スマートエネルギー、スマートヘルス等に
おけるeFutureのイニシアティブを牽引する」

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde com

/de/presse/

ifa-2019--

fit-fuer-die-

digitale-

welt
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 検出器の
線量測定に
おける新た
な医用画像
に関する
ホワイト
ペーパーを
公表

9月5日 NEMAは、ホワイトペーパー「最新の医療用X線画像装置における検出器
線量測定の限られた有用性の理解」を公表
 ホワイトペーパーは、検出器の線量測定基準を再評価し、歴史的背景から測定
基準の有用性と制限についての双方を説明

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://ww

w.nema.or

g/news/Pa

ges/New-

Medical-

Imaging-

White-

Paper-

Published-

on-

Detector-

Dose-

Measurem

ent aspx

2-U2 NISTがプラ
イバシーフ
レームワー
クのドラフト
に対するコ
メントを募集

9月9日 NISTは、個人のプライバシー保護に係るNISTプライバシーフレーム
ワークのドラフトに対するコメントを募集

 フレームワークの目的：
• 個人のプライバシー問題の抑制と、データ使用の有益性の最大化の
両立を図る組織を支援

 フレームワークの構成：
• コア：プライバシー保護活動のセット
• プロファイル：組織が目標を最も効率的に達成するために追求する
コアのアクティビティの決定方法

• 実施：プライバシーリスクの管理に用いるリソースの最適化方法
 今後の予定：

• 2019年末までにバージョン1.0を発行予定

National 

Institute of 

Standards and 

Technology
（NIST）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

9/nist-

requests-

comments-

draft-

privacy-

framework
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ヘルスケア分野関連記事詳細（6/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.nema.org/news/Pages/New-Medical-Imaging-White-Paper-Published-on-Detector-Dose-Measurement.aspx
https://www.nist.gov/news-events/news/2019/09/nist-requests-comments-draft-privacy-framework
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ヘルス
ケア

米国 2-U3 CTAが新し
い健康デー
タに関する
業界プライ
バシーガイ
ドラインを
公表

9月12日 CTA（消費者技術協会）が「個人の健康情報のプライバシーに関する
指針」を発行

 目的：
• 具体的なプライバシーリスクに対処し、消費者の選好を知り、信頼を
獲得

 スコープ：
• 個人の健康・ヘルスケア関連機器、アプリ、ウェブサイト、その他の
デジタルツールから生成されたデータの収集、使用、共有

 指針の策定者：
• オンデマンドの医師、Embleema、Humetrix、IBM、Validic等のCTA
メンバー

Consumer 

Technology 

Association

https://ww

w.cta.tech/

News/Pres

s-

Releases/

2019/Sept

ember/CT

A-

Releases-

Industry-

Developed

-Privacy-

Guidelines

.aspx

2-U4 アメリカ初の
プライバ
シー法
（CCPA）が
発効：ビジネ
スと消費者
にとっての
CCPAの
意味とは

9月13日 カリフォルニア州消費者保護法（CCPA）が来年1月1日に発効することが
決定
 シリコンバレーやBig Tech企業が無効化を求めてロビイング活動を実施していた
カリフォルニア州消費者保護法（CCPA）については、今年のカリフォルニア州
議会が閉会したことで、来年1月1日に発効することが決定

 CCPA概要：
• 大企業またはデータの販売をビジネスの中核とする企業にのみ適用
• 消費者は、欧州のGDPR（一般データ保護規則）と同様の保護を享受
でき、企業に対して収集した個人情報の開示、データの削除、第三者
との共有を禁止することが可能

• 違反企業に対し最大7,500ドルの罰則を規定

Fortune https://fort

une.com/2

019/09/13/

what-is-

ccpa-

complianc

e-

california-

data-

privacy-

law/
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ヘルス
ケア

米国 2-U5 米国電機製
造者協会
（NEMA）は
電機工業界
に向けてサ
イバーセ
キュリティ
向上のガイ
ドラインを
発行

9月16日 米国電機製造者協会（NEMA）は電機工業メーカー及び顧客に向けた
サイバーセキュリティ管理のガイドラインを発行

 ガイドライン名：
• NEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best Practices Part 2

 背景：
• NEMAは2018年にNEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best 

Practicesを発行し、メーカー向けに製造施設・エンジニアリングプロ
セスにおけるサイバーセキュリティ管理のベストプラクティスを提示

 ガイドラインのスコープ：
• NEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best Practices Part 2に
おいては、製品販売後におけるメーカー・顧客間での製品を通じた
情報のやり取りを管理対象とし規定

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://ww

w.nema.or

g/news/Pa

ges/NEMA

-Identifies-

Best-

Practices-

to-Help-

Electroind

ustry-

Improve-

Customer-

Cybersecu

rity.aspx

2-U6 医療情報関
連システム
における相
互運用性の
向上に向け
て、HL7は
CAQH 

COREと
MoUを締結

9月19日 HL7協会（Health Level 7）は米国の国民皆健康保険協議会（Council 

for Affordable Quality Healthcare - Committee on Operating 

Rules for Information Exchange：CAQH CORE）と、医療施設
システム規格の応用についてのMoUを締結

 MoU締結者：
• HL7協会

• 30か国以上に拠点を持つ、ANSIに認定された医療関連国際標準
化機関として、主に医療情報の取り扱いに係る規格策定を実施

• CAQH CORE ：
• 140以上の組織により構成されたCAQH内設置委員会であり、
医療情報関連規格について、医療施設オペレーションへの応用を
促進

HL7: Health 

Level Seven

http://www.

hl7.org/do

cumentcen

ter/public t

emp CE9

DA733-

1C23-

BA17-

0C63E650

0DEF09B9

/pressrele

ases/HL7

PRESS 2

0190919 p

df
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ヘルスケア分野関連記事詳細（8/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U7 FDAは医療
機器・端末
の適合試験
に係るガイ
ドラインを
公開

9月23日 FDAは流通前の医療機器・端末への適合試験を実施する試験機関に
対するガイドラインを公開し、新たな認定スキームに向けたパイロットプロ
グラムを実施

 背景：
• これまで流通前製品の適合試験は、関連規格やFDA基準に基づき
個別に各試験機関で行われ、承認が行われていたが、当スキームで
はFDA側に業務負荷が発生

 新認定スキーム（Accreditation Scheme for Conformity Assessment：
ASCA）の概要：

• FDAは流通前の製品の適合試験を実施するための要件を満たす
試験機関を認定

• 医療機器・端末メーカーは流通前届出を行う前に、認定された試験場
にて適合試験を受け、Declaration of Conformityを取得

Medtech Dive https://ww

w.medtech

dive.com/n

ews/fda-

lays-out-

vision-for-

device-

conformity-

testing-

pilot/56346

0/

2-U8 FDAは医療
分野の人工
知能ソフト
ウェア及び
関連する
診断支援に
係るガイドラ
インを公開

9月26日 米国FDAは医療機関に向け、医療分野における人工知能による診断
支援ソフトウェア活用に係るガイドライン（FDA-2017-D-6569）を公開

 ガイドラインの発行に至る背景：
• 米国の医療分野における人工知能による診断支援の増加及びFDA
によりハイリスクに分類されたソフトウェアの普及

 ガイドライン（FDA-2017-D-6569）の概要：
• ハイリスクと分類されたソフトウェアのみを対象
• ローリスクと分類されるソフトウェアは対象外（健康的な生活の支援等
医師の診断を支援・代替するようなソフトウェアは対象外）

• ハイリスクの中でも、特にAIが主導で診断結果を導き出すもの
（≒機械学習の機能が搭載されるソフトウェア）に注力

Fierce Biotech https://ww

w.fiercebio

tech com/

medtech/fd

a-delivers-

regulatory-

guidance-

ai-

software-

and-

clinical-

decisionm

aking-aids
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ヘルスケア分野関連記事詳細（9/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtechdive.com/news/fda-lays-out-vision-for-device-conformity-testing-pilot/563460/
https://www.fiercebiotech.com/medtech/fda-delivers-regulatory-guidance-ai-software-and-clinical-decisionmaking-aids
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ヘルス
ケア

米国 2-U9 HL7協会の
FHIRが
再び成功を
収める

9月4日 HL7とFirelyが2回目のHL7 FHIR（医療情報標準規格）イベント
「DevDays」を開催（6月10〜12日@ワシントン州レドモンド）

 イベントでの実施予定事項：
• 100以上のトレーニングセッションと基調講演、ハッカソン、ネット
ワーキング、世界各国の専門家によるHL7 FHIR規格を適用する
最適な方法に関する指導や議論を実施

 参加者：
• 600人

HL7: Health 

Level Seven

http://www.

hl7.org/do

cumentcen

ter/public t

emp CA9

ED7DC-

1C23-

BA17-

0C8A0378

AE679C4

A/newslett

ers/HL7 N

EWS 201

90904.pdf

2-U10 USNCが10
月に電磁両
立性に関す
るウェビ
ナーを開催

9月6日 米国国家IEC委員会（USNC）が、電磁両立性に関するウェビナーを開催
 講師：

• Don Heirman USNC電磁適合性調整委員会（USCCEMC）委員長
 Webinar概要：

• 電磁適合性（EMC）とは何か、電子製品への適用方法、規制要件に
準拠した製品の設計について説明

• また、EMC規格を策定する組織、EMCアクティビティレビューを管理
する組織等について紹介

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

bdcb3b17-

2216-

4239-

9ad9-

75deef7b6

37e
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_CA9ED7DC-1C23-BA17-0C8A0378AE679C4A/newsletters/HL7_NEWS_20190904.pdf
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=bdcb3b17-2216-4239-9ad9-75deef7b637e
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ヘルス
ケア

米国 2-U11 医療の未来
のモデリン
グに関する
イベント
「Visualize 

MED」を
来月開催

9月13日 ASMEは、医療の未来のモデリングに関するイベント「Visualize MED」を
開催（10月22日＠ミネアポリス）

 目的：
• モデリングとシミュレーションを利用し、バイオメディカル機器メーカー
が医療機器の製品開発と規制に関する提出プロセスを迅速化させ、
患者の安全と機器の性能を改善する方法を検討

 主なテーマ：
• 「医療機器の設計と製品開発の変革」
• 「モデリングとシミュレーションによる規制戦略の成功」
• 「デジタルテクノロジー：歯科業界の前進」
• 「専門家のインサイト：ヘルスケアのデジタルの未来－機会と課題」

 招待者：
• ANSYS、Boston Scientific、DassaultSystèmes、J＆J、Medtronic、

Siemens、Stryker、Synopsis等の大手企業のエンジニア、モデラー、
エグゼクティブ、およびFDA、NIH、病院、大学

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https://ww

w.asme or

g/topics-

resources/

society-

news/asm

e-

news/visu

alize-med-

modeling-

the-future-

of-

medicine-

to-take-

place-

next-

month

1526

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/6)

ヘルスケア分野関連記事詳細（11/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.asme.org/topics-resources/society-news/asme-news/visualize-med-modeling-the-future-of-medicine-to-take-place-next-month
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ヘルス
ケア

中国 2-C1 Xiao 

Yaqingは
Qualcomm
のCEO、
Steve 

Morenkovと
会談

9月2日 国家市場管理局のXiao Yaqing氏はQualcommのCEOである
Steve Morenkovと会談（8月29日）
 今後の協力方法や交流の強化等について意見交換を実施

国家標準化委
員会（SAC）

http://www.

sac.gov cn

/xw/bzhxw/

201909/t2

0190902

343744.ht

m

2-C2 中国標準協
会の基準
「CO触媒機
能を備えた
家庭用ガス
燃焼給湯器
の特別要
件」の意見
募集に関す
るコメント
募集

9月4日 中国国家標準化協会が主導し、ハイアール給湯器株式会社及びその他
の機関が、業界標準である中国標準協会標準を起草し、コメントを募集中
（10月5日締切）

 コメント募集中の規格：
• 「CO触媒機能を備えた家庭用ガス急速給湯器の特別要件」

中国標準化協
会（CAS）

http://www.

china-

cas.org/zx

dtxhtz/188

7.jhtml
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ヘルスケア分野関連記事詳細（12/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201909/t20190902_343744.htm
http://www.china-cas.org/zxdtxhtz/1887.jhtml
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ヘルス
ケア

中国 2-C3 Xiao 

Yaqingと
Tian 

Shihongは、
サウジアラ
ビアの標準、
計量及び品
質局の局長
であるSaad 

Al Kasabi
氏と会談

9月5日 国家市場管理局の局長及び副局長が、サウジアラビアの標準、計量、
品質局局長のSaad Al Kasabi氏と会談（9月3日@北京）
 製品品質と安全性の強化、製品リコール、標準トレーニングについて意見交換を
実施

国家標準化委
員会（SAC）

http://www.

sac.gov cn

/xw/bzhxw/

201909/t2

0190904

343757.ht

m

2-C4 中国、病院
の5Gネット
構築「標準」
制定作業
開始ファー
ウェイも
参加

9月7日 全国約30の省・中央省庁クラスの病院と中国医学装備協会（CAME）、
3大通信事業者、華為技術は中日友好病院において、「5G技術に基づく
病院ネットワーク構築標準」の制定作業を開始（9月4日）
 国家衛生健康委基層衛生健康司の司長は、インターネット＋医療の末端医療に
おける発展にはトップダウン設計が必要となり、「標準」を定めた上で徐々に下部
へ普及させるべきと表明

 制定主導機関：
• 中国国家衛生健康委員会、中日友好病院、国家遠隔医療・インター
ネット医学センター、国家基層（末端）遠隔医療発展指導センター

 制定目的：
• インターネット＋医療健康の構築を加速
• 基層医療衛生サービスの能力を高め、人々の医療体験レベルを向上

AFP BB 

NEWS

https://ww

w.afpbb co

m/articles/-

/3243208
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ヘルスケア分野関連記事詳細（13/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201909/t20190904_343757.htm
https://www.afpbb.com/articles/-/3243208
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ヘルス
ケア

中国 2-C5 T / CAS 

287-2017
「家庭用冷
蔵庫のイン
テリジェント
評価のため
の技術仕
様」の要求
に関する
お知らせ
No. 1修正
通知

9月12日 T/CAS 287-2017「家庭用冷蔵庫のインテリジェント評価のための技術
仕様」第1改訂が実施され、CASがコメントを募集中（10月11日）

 改訂背景：
• T / CAS 287—2017を2017年11月9日に発表
• 今回は「気流遮断機能」と「仕切空気供給」と同様の機能を備えた家庭
用冷蔵庫の評価をスコープに含め、適用範囲を拡大するために改訂

中国標準化協
会（CAS）

http://www.

china-

cas.org/zx

dtxhtz/189

5.jhtml

2-C6 「電子製品
のワイヤレ
ス充電安全
性テストの
負荷標準」
が発行

9月30日 CESIが策定した規格「電子製品のワイヤレス充電安全性テストの負荷
標準」が発行
 同規格は、改訂版「GB4943（IEC 62368-1、MOD）情報技術機器の安全基準」と
併せて利用される予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/20

1909/5627

.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C7 全国情報技
術標準化技
術委員会は
2019年
第3回理事
会を開催

9月30日 全国情報技術標準化技術委員会は2019年第3回理事会を開催し、今後
の運営方法を議論

 主な決定事項：
• センサーネットワーク標準ワーキンググループ（WG 5）の解散及び
関連作業のIoT小委員会（SC 41）への編入

• ソフトウェア資産管理標準ワーキンググループ（WG 17）の解散及び
関連作業のシステムエンジニアリング小委員会（SC 7）への編入

• ワイヤレス充電技術標準ワーキンググループ（WG 23）の解散及び
関連作業の事務機器、周辺機器、消耗品の技術委員会（SC 28）への
編入

• 「産業用インターネットプラットフォームサービス機能成熟度モデル」や
「産業用APPオープンインターフェイス仕様」「コンテナ2.45GHz帯の
貨物ラベルの一般的な技術仕様」、「インテリジェントマニュファクチャ
リングRFIDシステムラベルデータ形式」など、27の産業標準計画
プロジェクトへの同意

• 37の国家基準の承認へ向けた関連当局への規格の提出

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi cn/20

1909/5628

.html

2-C8 「スマート
ホーム機器
の無線接続
レベル評価
のための技
術仕様」の
最初の編集
会議を北京
で開催

9月4日 中国国家標準化協会電気電子支部が議長を務め、「スマートホーム機器
のワイヤレス接続レベル評価の技術仕様」の最初の編集会議を開催
（@北京）

 規格起草者：
• Yite Technology Co.、Ltd.、Dongyan Xinchao Co.、Ltd.、China 

Household Electric Appliances Research Institute、Zhongjiayuan（
Beijing）Testing and Certification Co.、Ltd.を含む複数企業

 規格起草における参照規格：
• GB / T 28219-2018「スマート家電の一般的な技術要件」
• 業界規格T / CAS290「スマート家電システムの相互運用性評価の
ためのテクニカルガイド」

家電及び軽工
業標準技術産
業研究院
（SAC/TC46）

http://www.

cheari.ac c

n/index.ph

p/Show/cid

/14/aid/668
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ヘルス
ケア

中国 2-C9 「革新的な
思考とエン
パワーメント
エクスペリエ
ンス-2019 

China 

Household 

Appliances 

User 

Experience 

Summit 

Forum」が
広州で開催

9月25日 SAC/TC46が「Innovative Thinking and Empowerment Experience 
中国家電ユーザーエクスペリエンスサミットフォーラム」を主催
（9月25日@広州）

 フォーラム開催目的：
• 家電業界でのユーザーエクスペリエンスの開発を促進し、家電業界の
技術革新とアップグレードを推進

 SAC/TC46の副総裁Ge Fengliang氏コメント：
• 業界向けの新しい家電ユーザーエクスペリエンスプロジェクトと多次元
ユーザーエクスペリエンス定量化に係る標準を作成すべき

• エクスペリエンスデザインが最終的にエクスペリエンスエコノミーを促
進し、消費者が将来より快適で便利なライフエクスペリエンスを実現で
きるようにすべき

家電及び軽工
業標準技術産
業研究院
（SAC/TC46）

http://www.

cheari ac c

n/index.ph

p/Show/cid

/14/aid/703

2-C10 Medtec 

China 2019
が9月25日
に上海で
開催

9月26日 医療機器展示会Medtec China 2019が開催され、同時開催された
「MDIT Forum and Regulation Summit」にて、中国の医療機器規制の
アップデートと対応について議論（9月25~27日@上海）

 参加者（推計）：
• 450社以上が参加し、3日間でのべ25,000人が訪問

PR Newswire https://ww

w.prnewsw

ire.com/ne

ws-

releases/m

edtec-

china-

2019-

inaugurate

d-in-

shanghai-

on-

september

-25-

30092610

2.html
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ヘルス
ケア

ベト
ナム

2-A1 TUV SUD 

PSBと
ベトナム
認証機関
QUACERT
はMoUを
締結

9月12日 TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTは、輸出製品の相互認証
に係るMoUを締結

 MoU締結機関：
• TUV SUD （ドイツ）
• QUACERT（ベトナム）

 MoU締結により期待される効果：
• 当MoU締結により、ベトナムに製品を輸出する際に、現地で試験・認
証を行うのではなく、事前にTUV SUDによる工場審査・製品の試験・
認証を行い相互認証を認めることで貿易の促進に寄与

TUV SUD https://ww

w.tuev-

sued.de/co

mpany/pre

ss/news/tu

ev-sued-

psb-

successfull

y-signs-

memorand

um-of-

understan

ding-with-

vietnames

e-

certificatio

n-body-

quacert

2-A2 ベトナムは
UL規格の
国内普及に
向けてULと
MoUを締結

9月19日 ベトナム国家標準化機関STAMEQは、UL規格を国内利用するに際し、
MoUを締結

 MoUの締結者：
• ベトナムの標準化機関（STAMEQ）
• Underwriters Laboratory（UL）

 締結内容の概要：
• UL策定規格をSTAMEQが国内で活用できるようにすることで、
相互互換性・認証を促進することを規定

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/09/viet-

nam-hop-

tac-voi-ul-

trong-linh-

vuc-cap-

phep-tieu-

chuan/

https://www.tuev-sued.de/company/press/news/tuev-sued-psb-successfully-signs-memorandum-of-understanding-with-vietnamese-certification-body-quacert
https://tcvn.gov.vn/2019/09/viet-nam-hop-tac-voi-ul-trong-linh-vuc-cap-phep-tieu-chuan/
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ヘルス
ケア

マレー
シア

2-A3 TUV 

Rheinland
はShah 

Alamにて新
たなEMC試
験場を設置

9月27日 TUV Rheinlandはマレーシアにて電磁両立性試験（EMC Test）に
特化した試験場を設置
 当試験場において、医療機器・端末を含めた電子機器のEUの電磁両立性に係る
指令の適合検試験サービスを提供予定

TUV 

Rheinland

https://insi

ghts tuv.co

m/blog/t%

C3%BCv-

rheinlands

-latest-

emc-

laboratory-

officially-

opens-in-

shah-

alam-

malaysia

ベト
ナム

2-A4 ベトナム国
家標準研究
機関（VMI）
はEGM-6を
ハノイにて
開催

9月16日 ベトナム国家標準研究機関（Vietnam Metrology Institute : VMI）は
第6回ASEAN Expert Group on Metrology (EGM-6)を開催

 EGM概要：
• ASEAN EGMはASEAN科学技術委員会（COST）配下、

Subcommittee on Infrastructure, Resources and Development 

(SCRID）により、毎年開催
• 各国の計量研究機関が参画

 討議内容：
• 各国における計量・測定動向に係る情報共有
• 計量・測定分野における各国間協力に向けた事項の討議

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/09/vien

-do-luong-

viet-nam-

dang-cai-

hoi-thao-

nhom-

chuyen-

gia-ve-do-

luong-khu-

vuc-

asean-lan-

thu-6/

https://insights.tuv.com/blog/t%C3%BCv-rheinlands-latest-emc-laboratory-officially-opens-in-shah-alam-malaysia
https://tcvn.gov.vn/2019/09/vien-do-luong-viet-nam-dang-cai-hoi-thao-nhom-chuyen-gia-ve-do-luong-khu-vuc-asean-lan-thu-6/
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ヘルス
ケア

国際 2-O1 7月27〜29
日にブリス
ベンで開催
されるNI 

2020の募集

9月9日 IMIAはNI 2020(Nursing Informatics 2020)を、オーストラリア最大の
デジタルヘルス会議であるHIC 2020と初めて共同で開催予定
（2020年7月27日～29日＠オーストラリア、ブリスベン）
 開催に向けて登壇者を募集中（11月29日締切）

 プログラムのテーマ：
• 「デジタル時代の看護師と助産師」

International 

Medical 

Informatics 

Association
（IMIA）

https://imia

-

medinfo or

g/wp/call-

for-

submissio

ns-open-

for-ni-

2020-in-

brisbane-

27-29-july/

2-O2 クリーンな
調理用
ストーブが
命を救う：
新しい国際
標準が公開
に

9月11日 よりクリーンな調理方法の新規技術及び解決策の開発支援を目的として、
ISOが調理用コンロに関する新規規格を作成し、発行

 新規規格名称：
• ISO 19869：Clean cookstoves and clean cooking solutions —

Field testing methods for cookstoves

 策定TC：
• ISO / TC 285（議長KEBS（ケニア））

 規定内容：
• 調理能力、効率、安全性、室内空気質、デバイスの使いやすさ等、
調理用コンロに関わる全ての性能を評価するための実地テスト方法
を規定

• 本規格は、国連の持続可能な開発目標（SDGs）のゴール3番（すべて
の人に健康と福祉を）、7番（エネルギーをみんなに そしてクリーン
に）の達成に貢献可能

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref242

6 html
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ヘルス
ケア

国際 2-O3 私たちの
生活の中で
ロボットを
信頼する

9月11日 IEC Blogにてロボットの発展において規格の果たす役割とその必要性に
ついて説明
 ロボット技術の利点やリスクを紹介し、AI技術に関する規格がロボット技術への
信頼性向上へ貢献し得ることを説明

 規格の役割とその必要性：
• 規格は既存の多くの技術において利用されており、メーカーは規格の
使用により製品やサービスが確実且つ安全に機能することを
ユーザーに対し保証することが可能

 ロボット技術の使用には、付随する革新的AI技術に関する規格の策定が急務で
あり、倫理的・社会的要素を含めたできるだけ多くの側面に考慮した規格が策定
される必要有

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/09/trustin

g-the-

robots-in-

our-lives/

2-O4 日立とルー
ベンカトリッ
ク大学が共
同開発した
メッセージ
認証技術が
国際標準
規格として
採択

9月24日 日立製作所とルーベンカトリック大学は、共同で開発したセンサーや
コントローラーなどの小型IoT機器向けメッセージ認証技術「Chaskey」が、
ISO/IEC 29192-6として採択されたと発表

 Chaskey概要：
• 標準的に利用されている暗号化技術に比べ、2分の1～5分の1の
少ないメモリでありながら、2～7倍の高速性を保証

• 重要インフラや車載システムを支える小型機器に基本的なセキュリ
ティ機能の導入が容易となることから、システムの安全性向上に期待

• 小型IoT機器で使用されている8～32ビットCPUでも、省メモリで高速
処理が可能

 ISO/IEC 29192-6：
• 名称：Information technology — Lightweight cryptography 

— Part 6: Message authentication codes (MACs)

ZD Net 

Japan
*1

https://japa

n zdnet.co

m/article/3

5142976/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

スウェ
ーデン

3-E1 スマート
産業の扉を
開く

9月25日 SISは将来のスマート産業にとって標準の使用と標準化活動が重要で
あると発表
 持続可能な製品、自動運転車、循環経済分野等、スマート産業においては効率
的な情報の流れを必要としており、スマート産業の発展において標準が重要で
ある、とSISが発表

 SISは同時に、国際及びスウェーデン国内におけるスマート産業関連の標準化
活動について紹介

• 国際：ISO/ TC 184（産業オートメーションシステムと統合）
• スウェーデン国内：SISの技術委員会SIS/TK 280（製品ライフサイク
ルの情報と自動化）

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/oppnar-

dorren-for-

smart-

industri/

欧州 3-E2 ANECは
機械指令の
レビューに
さらに貢献

9月 ANECは、欧州委員会（EC）による欧州機械指令
（Directive 2006/42/EC） 改訂に関する公開協議に参加（8月）

 改訂に関するANECの提案概要：
• AI、サイバーセキュリティ、IoT等の最新テクノロジーへの対応強化
• アクセシビリティの要件を追加及び障害者の権利に関する国連条約
への言及

• 車両接近通報装置（AVAS）の導入等、e-スクーター使用における
リスクへの対応強化

• 消費者による機械レンタル等、持続可能な消費に向けた対応強化

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers
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https://www.anec.eu/publications/newsletters
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 ASTMは3D
プリンタに
係る研究に
対し研究費
を付与

9月18日 ASTMは3Dプリンターの標準化を促進させる2回目の研究費付与を発表
し、9件のプロジェクトを選定

 背景：
• ASTMはInternational Additive Manufacturing Center of 

Excellenceを設置し、3Dプリンターに係る規格策定を実施
• 第1回目の研究費支援ラウンドでは、5件の研究を選定

 第2回研究支援プロジェクトの内容：
• リサーチ・イノベーションを担うASTM国際委員会（F42.90.05）が
応募者への審査を行い、9件の研究テーマを選定

• 9件のプロジェクトは、前回の5件の内容を補完するものであり、設計、
原料、プロセス、後処理、テスト、および資格のギャップを埋めるため
の包括的なアプローチを採用

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/standardiz

ation-

news/?q=u

pdate/nine

-research-

projects-

additive-

manufactu

ring

3-U2 米国電機製
造者協会
（NEMA）は
電機工業界
に向けてサ
イバーセ
キュリティ
向上のガイ
ドラインを
発行

9月16日 米国電機製造者協会（NEMA）は電機工業メーカー及び顧客に向けた
サイバーセキュリティ管理のガイドラインを発行

 ガイドライン名：
• NEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best Practices Part 2

 背景：
• NEMAは2018年にNEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best 

Practicesを発行し、メーカー向けに製造施設・エンジニアリングプロ
セスにおけるサイバーセキュリティ管理のベストプラクティスを提示

 ガイドラインのスコープ：
• NEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best Practices Part 2に
おいては、製品販売後におけるメーカー・顧客間での製品を通じた
情報のやり取りを管理対象とし規定

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://ww

w.nema.or

g/news/Pa

ges/NEMA

-Identifies-

Best-

Practices-

to-Help-

Electroind

ustry-

Improve-

Customer-

Cybersecu

rity.aspx
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https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/nine-research-projects-additive-manufacturing
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 USNCが10
月に電磁
両立性に関
するウェビ
ナーを開催

9月6日 米国国家IEC委員会（USNC）が、電磁両立性に関するウェビナーを開催
 講師：

• Don Heirman USNC電磁適合性調整委員会（USCCEMC）委員長
 Webinar概要：

• 電磁適合性（EMC）とは何か、電子製品への適用方法、規制要件に
準拠した製品の設計について説明

• また、EMC規格を策定する組織、EMCアクティビティレビューを管理
する組織等について紹介

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

bdcb3b17-

2216-

4239-

9ad9-

75deef7b6

37e
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 Xiao 

Yaqingと
Tian 

Shihongは、
サウジアラ
ビアの標準、
計量及び品
質局の局長
であるSaad 

Al Kasabi
氏と会談

9月5日 国家市場管理局の局長及び副局長が、サウジアラビアの標準、計量、
品質局局長のSaad Al Kasabi氏と会談（9月3日@北京）
 製品品質と安全性の強化、製品リコール、標準トレーニングについて意見交換を
実施

国家標準化委
員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201909/t2

0190904

343757.ht

m

3-C2 CNISは台
州市人民政
府と戦略的
協力協定に
署名

9月20日 中国標準化研究所（CNIS）と台州市人民政府は戦略的協力協定に署名
（9月19日）

 協力内容：
• 新都市化標準化のパイロット実装、産業標準システムの構築、企業
標準リーダーの育成、グリーン製造標準システムの構築、生態文明
標準システムの構築、及び標準国際革新的な都市建設、トレーニング
の開発等における協力

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190920

45130.ht

ml

3-C3 CESIは、
Dingjie 

Softwareと
戦略的協力
協定を締結

9月26日 CESIは、Dingjie Softwareとスマートマニュファクチャリングに関する
戦略的協力協定を締結

 協力内容：
• スマートマニュファクチャリングの標準化、主要プロジェクトの推進、
認証および評価サービス、グリーンマニュファクチャリングに関する
協力および交流

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5619

.html

1540

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（4/12）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C4 CESIは、
Lenovo
（Beijing）と
戦略的協力
協定を締結

9月26日 CESIは、Lenovo（Beijing）とスマートマニュファクチャリングに関する
戦略的協力協定を締結

 協力内容：
• IT産業の研究、インテリジェントマニュファクチャリング標準の開発、認
証と評価、主要プロジェクトにおける協力及びプラットフォームの構築

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5618

.html

3-C5 「電子製品
のワイヤレ
ス充電安全
性テストの
負荷標準」
が発行

9月30日 CESIが策定した規格「電子製品のワイヤレス充電安全性テストの負荷
標準」が発行
 同規格は、改訂版「GB4943（IEC 62368-1、MOD）情報技術機器の安全基準」と
併せて利用される予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5627

.html

3-C6 全国情報技
術標準化技
術
委員会は
2019年
第3回理事
会を開催

9月30日 全国情報技術標準化技術委員会は2019年第3回理事会を開催し、今後
の運営方法を議論

 主な決定事項：
• センサーネットワーク標準ワーキンググループ（WG 5）の解散及び
関連作業のIoT小委員会（SC 41）への編入

• ソフトウェア資産管理標準ワーキンググループ（WG 17）の解散及び
関連作業のシステムエンジニアリング小委員会（SC 7）への編入

• ワイヤレス充電技術標準ワーキンググループ（WG 23）の解散及び
関連作業の事務機器、周辺機器、消耗品の技術委員会（SC 28）へ
の編入

• 「産業用インターネットプラットフォームサービス機能成熟度モデル」や
「産業用APPオープンインターフェイス仕様」「コンテナ2.45GHz帯の
貨物ラベルの一般的な技術仕様」、「インテリジェントマニュファクチャ
リングRFIDシステムラベルデータ形式」など、27の産業標準計画
プロジェクトへの同意

• 37の国家基準の承認へ向けた関連当局への規格の提出

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5628

.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C7 第16回海峡
情報産業と
技術標準
フォーラム-
インテリジェ
ントマニュ
ファクチャリ
ングサブ
フォーラムを
開催

9月26日 第16回海峡情報産業と技術標準フォーラム-インテリジェントマニュファク
チャリングサブフォーラムが開催され、スマートマニュファクチャリングに
関する今後の協力テーマが決定（9月17~18日＠台湾）

 フォーラム実施概要：
• 両岸の専門家が共通の標準を報告
• 仮想工場の設計などの新しい分野で技術開発と標準化の要件を共有
し、共通の標準の開発の方向性を提案

 決定事項：
• 「ツールマシン（工作機械）情報モデル」と「CNC機器（数値制御機器）
相互接続-一般的な技術要件」の2つの共通標準の研究開発、人間と
機械の協調型産業用ロボットとマシンビジョンベースのオンライン検出
システムとの共同研究、工場の無人車両（AGV）、ネットワークサービ
ススマートプラットフォーム、仮想工場設計の分野に関する意見交換
を実施することが決定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5615

.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C8 Wang 

Zhijun副大
臣がCESI
に対し、
品質改善の
促進と強力
な国家の
建設を標準
の側面から
積極的に
支援するよ
う要請

9月29日 Wang Zhijun工業情報化部副大臣がCESIを訪問し、CESIに対する
今後の要望を提示
 副大臣は、安全研究所、国家インテリジェントマニュファクチャリング標準化検証
プラットフォーム、IoTテストセンター、ネットワークセキュリティ評価研究所、国家
デジタルオーディオビデオおよびマルチメディア製品品質監督検査センターを
訪問

 また、標準、検査、試験、実験室の能力構築等に関する報告を受け、CESIの
リーダーと議論

 副大臣のCESIに対する要望要旨：
• 主要なコア技術と基本的な共通技術の開発の強化
• 標準の国際化の積極的推進及び標準の国際競争力の強化
• 共通の技術とその標準化の必要性の発見による標準化の推進と
サービス産業の発展

• 科学技術機関としての政治的責任の保持
• 有能な若手人材の育成

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5625

.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C9 CESIと深セ
ン産業情報
技術局は、
産業用イン
ターネットプ
ラットフォー
ムアプリ
ケーションイ
ノベーション
エクスペリエ
ンスセン
タープロジェ
クト建設
協力協定に
署名

9月3日 CESIと深セン市産業情報技術局は、2019年中国産業インターネット会議
及び広東省、香港、マカオデジタル経済会議を開催し、建設協力協定に
調印（8月23日）

 「産業用インターネットプラットフォームアプリケーションイノベーションエク
スペリエンスセンタープロジェクト建設協力協定」調印目的：

• 「インターネット+先進製造業」戦略実装
• 産業用インターネットの開発促進

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5557

.html

1544

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（8/12）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201909/5557.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C10 中国標準化
協会第8回
評議会の
第4回常任
評議会が
北京で開催

9月6日 中国国家標準化協会は、中国標準化協会第8回評議会の第4回執行委
員会を開催（9月3日@北京）
 2018-2019年の中国標準化協会の活動を報告し、将来的な活動に関する意見
交換を実施

 討議内容（抜粋）：
• インテリジェント製造の発展や第4次産業革命の過程において、
国の戦略に沿った新分野の規格開発を拡大

• サービス産業における新規分野の規格開発
• 一帯一路の標準化作業における、グループ標準と国際標準への変換
及びトレーニングの実施

• 上記に伴う海外の標準化機関とのコミュニケーション、協力の強化

中国標準化協
会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dttpxw/189

1 jhtml

3-C11 電気電子
産業向け
グリーンマ
ニュファク
チャリング
標準化
フォーラム
の開催に
関する
お知らせ

9月26日 CESIが電気電子産業向けグリーンマニュファクチャリング標準化
フォーラムを開催（10月16日＠四川省成都）

 開催目的：
• 関連制度を理解し中国の電気電子製品における有害物質を制限する
ことによるグリーンマニュファクチャリングシステムの構築

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5617

.html
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スマー
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チャリ
ング

インド
ネシア

3-A1 インドネシア
はインダスト
リー4.0に
係る5つの
分野を優先

9月11日 インドネシア政府はインダストリー4.0の実現に向けて、食品飲料、自動車、
化学、衣類、エレクトロニクス分野におけるルール整備に注力することを
表明

 背景：
• インドネシア産業省はインダストリー4.0ロードマップを公開（2018年）。
しかしながら、現時点で実現に向けた具体的なアクションは定まって
いない状況

 優先分野における今後の取り組み事項：
• 分野間のルールの整合性を担保するための規制・規格の見直し
• 人材育成
• イノベーションを取り込む産業エコシステムの形成
• 投資に係る優遇制度の確立 等

Kliklegal.com https://klikl

egal com/i

ndustri-4-

0-

indonesia-

fokuskan-

lima-

sektor/

ベト
ナム

3-A2 TUV SUD 

PSBとベト
ナム認証
機関
QUACERT
はMoUを
締結

9月12日 TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTは、輸出製品の相互認証
に係るMoUを締結

 MoU締結機関：
• TUV SUD （ドイツ）
• QUACERT（ベトナム）

 MoU締結により期待される効果：
• 当MoU締結により、ベトナムに製品を輸出する際に、現地で試験・認
証を行うのではなく、事前にTUV SUDによる工場審査・製品の試験・
認証を行い相互認証を認めることで貿易の促進に寄与

TUV SUD https://ww

w.tuev-

sued.de/co

mpany/pre

ss/news/tu

ev-sued-

psb-

successfull

y-signs-

memorand

um-of-

understan

ding-with-

vietnames

e-

certificatio

n-body-

quacert
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ベト
ナム

3-A3 ベトナムは
UL規格の
国内普及に
向けてULと
MoUを締結

9月19日 ベトナム国家標準化機関STAMEQは、UL規格を国内利用するに際し、

MoUを締結
 MoUの締結者：

• ベトナムの標準化機関（STAMEQ）
• Underwriters Laboratory（UL）

 締結内容の概要：
• UL策定規格をSTAMEQが国内で活用できるようにすることで、
相互互換性・認証を促進することを規定

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/09/viet-

nam-hop-

tac-voi-ul-

trong-linh-

vuc-cap-

phep-tieu-

chuan/

3-A4 スマートマ
ニュファク
チャリング
のエコシス
テムを形成
に向けたセ
ミナー

9月10日 TUV SUD DigitalはSTAMEQ、ベトナム各省庁を招待し、ベトナムでの
スマートマニュファクチャリングの実現に向けた討議を実施（9月10日）

 討議での合意事項：
• 短期的な事項として、TUV SUD DigitalとSTAMEQは、ベトナム国内
でスマート製造モデルの実証実験を実施することに合意

• 中長期的な事項として、各省庁と連携し、ベトナムの製造事業者に
よるスマート製造の技術へのアクセス向上を目指すことに合意

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/09/som

-hinh-

thanh-mot-

he-sinh-

thai-ve-

san-xuat-

thong-

minh-tai-

viet-nam/

3-A5 ベトナム国
家標準研究
機関（VMI）
はEGM-6を
ハノイにて
開催

9月16日 ベトナム国家標準研究機関（Vietnam Metrology Institute : VMI）は
第6回ASEAN Expert Group on Metrology (EGM-6)を開催

 EGM概要：
• ASEAN EGMはASEAN科学技術委員会（COST）配下、

Subcommittee on Infrastructure, Resources and Development 

(SCRID）により、毎年開催
• 各国の計量研究機関が参画

 討議内容：
• 各国における計量・測定動向に係る情報共有
• 計量・測定分野における各国間協力に向けた事項の討議

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/09/vien

-do-luong-

viet-nam-

dang-cai-

hoi-thao-

nhom-

chuyen-

gia-ve-do-

luong-khu-

vuc-

asean-lan-

thu-6/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（11/12）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://tcvn.gov.vn/2019/09/viet-nam-hop-tac-voi-ul-trong-linh-vuc-cap-phep-tieu-chuan/
https://tcvn.gov.vn/2019/09/som-hinh-thanh-mot-he-sinh-thai-ve-san-xuat-thong-minh-tai-viet-nam/
https://tcvn.gov.vn/2019/09/vien-do-luong-viet-nam-dang-cai-hoi-thao-nhom-chuyen-gia-ve-do-luong-khu-vuc-asean-lan-thu-6/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 私たちの
生活の中で
ロボットを
信頼する

9月11日 IEC Blogにてロボットの発展において規格の果たす役割とその必要性に
ついて説明
 ロボット技術の利点やリスクを紹介し、AI技術に関する規格がロボット技術への
信頼性向上へ貢献し得ることを説明

 規格の役割とその必要性：
• 規格は既存の多くの技術において利用されており、メーカーは規格の
使用により製品やサービスが確実且つ安全に機能することを
ユーザーに対し保証することが可能

 ロボット技術の使用には、付随する革新的AI技術に関する規格の策定が急務で
あり、倫理的・社会的要素を含めたできるだけ多くの側面に考慮した規格が策定
される必要有

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/09/trustin

g-the-

robots-in-

our-lives/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（12/12）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

https://blog.iec.ch/2019/09/trusting-the-robots-in-our-lives/
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E1 安全のため
に：VDE | 

DKEは公的
機関のリス
ク管理を
改善する
ための予備
規格を公開

9月2日 VDE及びDKEは、公共施設に関するリスク管理に関して、DIN VDE 

V 0827 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme (NGRS)の予備
規格を発行

 背景：
• DIN VDE V 0827 Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systeme 

(NGRS) Part 1及び2を公開（2016年）
• VDE及びDKEは、ドイツにおける公共施設の安全性向上を目的と
して、危険応答システムに関するワーキンググループを発足

 規格概要：
• DIN VDE V 0827のPart 3において、ショッピングモール、鉄道駅等の
公共施設において、攻撃や暴行等の緊急事態が発生した場合に
おけるリスク管理のガイドラインを補足

 今後の予定：
• 同規格の欧州標準化及び国際標準化を目指す

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde.com

/de/presse/

pressemitt

eilungen/ri

sikomanag

ement-

oeffentlich

er-

einrichtung

en

欧州 4-E2 欧州自動車
工業会、
自動車産業
強化へEU
への提言を
公開

9月6日 欧州自動車工業会（ACEA）は、EUの政策策定者に向け今後5年間の
欧州自動車産業の立場、政策ニーズ及び将来展望を示すマニフェストを
公表（9月5日）
 欧州議会と欧州委員会がそれぞれ7月と11月に任期満了を迎えることを踏まえ、
欧州自動車産業が将来に向けた問題意識を次期欧州議会・欧州委員会と共有
することを目的として発出

 マニフェスト内で今後以下の4つの課題に取り組むべきと提言：
1. モビリティー（移動）に関する環境・安全対策
2. 道路輸送のイノベーション推進
3. 消費者への手ごろで多様な選択肢（価格面・環境性能・利用形態
など）提供

4. 国際競争力強化

JETRO https://ww

w.jetro.go j

p/biznews/

2019/09/df

932f3792d

c4e08.html
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/7)

モビリティ分野関連記事詳細（1/34）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/risikomanagement-oeffentlicher-einrichtungen
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/df932f3792dc4e08.html
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モビリ
ティ

欧州 4-E3 欧州規格に
よりセキュリ
ティサービス
が向上

9月10日 CEN/TC 439 Private security servicesは、公共及び民間の
セキュリティに関する規格を策定

 規格の内容及び策定状況：
• セキュリティ、航空セキュリティ、港湾及び海上セキュリティに関し、

3つの規格を発行
• EN 16082:2012 "Airport and Aviation Security Services"は、
公共及び民間の顧客が要求すべき民間航空セキュリティサービス
の品質基準を規定

• 現在、重要なインフラストラクチャ保護のための包括的な規格を
策定中

• セキュリティサービス連合CoESSは、CEN / TC 439による規格策定
をサポート

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https://www.c

en.eu/news/b

rief-

news/Pages/

NEWS-2019-

031.aspx

4-E4 EN 15140：
2006により、
公共交通
機関のオペ
レーターの
サービス
品質測定が
可能に

9月10日 EN 15140:2006 "Public passenger transport - Basic 

requirements and recommendations for systems that measure 

delivered service quality"は、公共旅客輸送サービス品質の測定方法
を規定

 策定組織：
• CEN/TC 320 Transport - Logistics and services

・事務局は、オランダの国家標準化機関NEN

 規定内容：
• 遅延等、公共旅客輸送サービス品質の測定に関する方法論を提示

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https://www.c

en.eu/news/b

rief-

news/Pages/

NEWS-2019-

030.aspx
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(2/7)

モビリティ分野関連記事詳細（2/34）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-031.aspx
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-030.aspx
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E5 オフショア
ユニットの
エネルギー
効率基準

9月16日 IEC/TC 18（船用電気設備専門委員会）は、IEC 61892(Mobile and 

fixed offshore units - Electrical installations - ALL PARTS)を
根本的に改訂
 改訂にあたり環境保護の側面も考慮し、エネルギー効率要件を満たすために
他委員会と緊密に協力

 連携先：
• IEC / TC 31：防爆機器
• IEC / TC 18 ：船用電気設備
• IEC / TC 999：交流１kV 超過・直流 1.5kV 超過の電力設備の
システムエンジニアリング及び施工

• IEC / TC 64：電気設備及び感電保護
• IEC / TC 88：風力タービン

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke.de/d

e/news/20

19/energie

effizienz-

normen-

fuer-

offshore-

einheiten

スウェ
ーデン

4-E6 スマート
産業の扉を
開く

9月25日 SISは将来のスマート産業にとって標準の使用と標準化活動が重要で
あると発表
 持続可能な製品、自動運転車、循環経済分野等、スマート産業においては
効率的な情報の流れを必要としており、スマート産業の発展において標準が重要
である、とSISが発表

 SISは同時に、国際及びスウェーデン国内におけるスマート産業関連の標準化
活動について紹介

• 国際：ISO/ TC 184（産業オートメーションシステムと統合）
• スウェーデン国内：SISの技術委員会SIS/TK 280（製品ライフサイク
ルの情報と自動化）

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/oppnar-

dorren-for-

smart-

industri/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(3/7)

モビリティ分野関連記事詳細（3/34）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.dke.de/de/news/2019/energieeffizienz-normen-fuer-offshore-einheiten
https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/oppnar-dorren-for-smart-industri/
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モビリ
ティ

フィン
ランド

4-E7 フィンランド
のリーダー
シップの下
でのスタッド
タイヤの
路面摩耗に
関する
テストガイド

9月27日 SFSは、スタッドタイヤの路面摩耗試験に関し、フィンランド国内規格
SFS 7503：2018に基づいたISO規格を策定中

 目的：
• 異なる種類のスタッドタイヤの路面摩耗について、比較可能にするこ
と

 ISO規格策定概要：
• 国際的に使用されているフィンランド国内規格SFS 7503：2018を基
に策定中
• Nokian Tiresが策定を主導し、SFS規格策定にも関与した
ミシュラン、グッドイヤー、ブリヂストン等の主要な国際タイヤメー
カーが参画

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/suo

men johd

olla testau

sohjeet na

starenkaid

en_tienkul

uttavuudell

e.5228.ne

ws
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(4/7)

モビリティ分野関連記事詳細（4/34）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/suomen_johdolla_testausohjeet_nastarenkaiden_tienkuluttavuudelle.5228.news
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モビリ
ティ

欧州/

日本
4-E8 欧州委、乗

客予約記録
データ共有
に関する対
日交渉開始
を勧告

9月30日 欧州委員会は、EU理事会に対し航空事業者が保有する乗客予約記録
（PNR）データについて、日EU間の移転・活用に関する協定の交渉開始
権限付与を勧告（9月27日）

 背景：
• 日本とEUは、日EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）第37条にお
いて、PNRデータの利用に関し、双方の法令内での利用に努めるよう
協力（2018年7月）

• ユンカー欧州委員長は、欧州連結性フォーラムの基調講演において、
日本でのオリンピック開催を見据え、乗客予約記録（PNR）情報の
活用に係る交渉を進めていきたい旨を表明（9月27日）

 目的：
• EU基本権憲章に沿って個人データ保護と基本的人権を尊重しつつ、
テロ行為や越境重大犯罪に対する抑止・対策として、日EU間の
データ交換・共有を可能にする法的基盤を整備

• SPA第37条を具体化し、相互運用を推進
 今後の予定：

• EU理事会は、今回の欧州委員会の勧告について協議し、欧州議会
の同意を得た上で、欧州委員会が日本政府と交渉開始する権限を
認める決定を採択する予定

JETRO

European 

Commission

https://ww

w.jetro.go j

p/biznews/

2019/09/b

6811fff357

152b9 htm

l

https://ec.e

uropa.eu/c

ommission

/presscorn

er/detail/e

n/IP_19_5

872
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(5/7)

モビリティ分野関連記事詳細（5/34）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/b6811fff357152b9.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5872
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モビリ
ティ

欧州 4-E9 ANECはバ
スに関する
CRSの作業
を開始

9月 ANECは、バス上の子供の安全に関する規制を策定中
 策定概要：

• ANECは、Working Party on Passive Safety (GRSP)の下、バス内
におけるChild Restraint Systems (CRS)に関する非公式グループの
設立に参画

• キックオフミーティングに参加し、議論を牽引（＠マドリード）

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec eu/

publication

s/newslett

ers

4-E10 ANECは
機械指令の
レビューに
さらに貢献

9月 ANECは、欧州委員会（EC）による欧州機械指令
（Directive 2006/42/EC） 改訂に関する公開協議に参加（8月）

 改訂に関するANECの提案概要：
• AI、サイバーセキュリティ、IoT等の最新テクノロジーへの対応強化
• アクセシビリティの要件を追加及び障害者の権利に関する国連条約
への言及

• 車両接近通報装置（AVAS）の導入等、e-スクーター使用における
リスクへの対応強化

• 消費者による機械レンタル等、持続可能な消費に向けた対応強化

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec eu/

publication

s/newslett

ers
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(6/7)

モビリティ分野関連記事詳細（6/34）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.anec.eu/publications/newsletters
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E11 自動運転-

VDE及び
SV Events
は2日間の
会議を共同
開催

9月26日 VDEとSüddeutscherVerlag Veranstaltungen GmbH（SV Events）
は”Automotive Software Strategies”を共同開催
（2020年3月3～4日＠ミュンヘン、ドイツ予定 ）

 イベント概要：
• 自動車メーカー、サプライヤー、ソフトウェア開発者、及び規制当局の
代表者が集結し、自動運転の未来について議論

 Ralf Petri氏（議長、VDEのモビリティ及びロジスティクス責任者）
発言要旨：

• 「多くの関係者が自動運転について議論しているが、特に規制要件、
標準、及び試験方法について明確にする必要がある」

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde.com

/de/presse/

pressemitt

eilungen/a

utonomes-

fahren-

fachkonfer

enz-von-

vde-und-

sv-

veranstaltu

ngen
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モビリ
ティ

米国 4-U1 ドローン用
電子ナン
バープレー
トがまもなく
登場

9月10日 ASTM InternationalへドローンのリモートIDシステムガイドラインに
関する規格（ASTM WK65041）が提案され、投票開始

 規格案の策定主体：
• DJI等の多くのドローンメーカー、Google WingやAmazon等が協力し

ASTM International下の委員会F38 on Unmanned Aircraft 

Systemsにて策定
• 米国連邦航空局（FAA）やカナダ運輸省などの民間航空当局、
およびドローン業界のリーダーからの意見を聴取

 規格概要：
• リモートでドローンを識別する方法と、識別データを読み取るための
システムの設定方法に関するガイドラインとして位置づけ

• WiFiまたはBluetoothを介してIDデータを継続的に通信するドローン
を想定。通信により、スマホやアプリでドローンのID（FAAまたは他の
民間航空当局からの登録番号等）を読み取ることが可能

 規格発行に向けた状況：
• ASTM Internationalへ9月5日に提出、9月9日より投票開始

IEEE 

Spectrum

https://spe

ctrum.ieee.

org/tech-

talk/robotic

s/drones/d

rone-

remoteid
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モビリ
ティ

米国 4-U2 超党派法案
は、米国で
の分散型太
陽光発電許
可を簡素化
する見込み

9月10日 連邦議会は、新たな超党派の法律であるエネルギー機会法
（American Energy Opportunity Act）を導入

 目的：
• 分散型再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵および電気自動車
（EV）充電システムの地方許可を複雑化している役所手続きとコスト
の削減

 目標：
• 住宅、産業、商業用の分散型太陽光発電および風力システム、2kWh
以上の貯蔵容量を持つバッテリーおよびEV充電システムの建築許可
プロセスの促進、標準化、効率化

 期間・予算：
• 5年間・年間2,000万米ドル

 管理方法
• 地方、州、連邦当局、業界団体、企業、建築基準法組織等で構成され
た「分散型エネルギー機会委員会」を設立し、法律に関連する活動を
管理

PV-Tech https://ww

w.pv-

tech org/n

ews/biparti

san-bill-

introduced

-to-

overhaul-

distributed

-solar-

permitting

4-U3

 

米国電機製
造者協会
（NEMA）は
電機工業界
に向けて
サイバーセ
キュリティ
向上のガイ
ドラインを
発行

9月16日 米国電機製造者協会（NEMA）は電機工業メーカー及び顧客に向けた
サイバーセキュリティ管理のガイドラインを発行

 ガイドライン名：
• NEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best Practices Part 2

 背景：
• NEMAは2018年にNEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best 

Practicesを発行し、メーカー向けに製造施設・エンジニアリングプロ
セスにおけるサイバーセキュリティ管理のベストプラクティスを提示

 ガイドラインのスコープ：
• NEMA CPSP 3-2019 Cyber Hygiene Best Practices Part 2に
おいては、製品販売後におけるメーカー・顧客間での製品を通じた
情報のやり取りを管理対象とし規定

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://ww

w.nema.or

g/news/Pa

ges/NEMA

-Identifies-

Best-

Practices-

to-Help-

Electroind

ustry-

Improve-

Customer-

Cybersecu

rity.aspx

1558

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/7)

モビリティ分野関連記事詳細（9/34）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.pv-tech.org/news/bipartisan-bill-introduced-to-overhaul-distributed-solar-permitting
https://www.nema.org/news/Pages/NEMA-Identifies-Best-Practices-to-Help-Electroindustry-Improve-Customer-Cybersecurity.aspx


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U4 アメリカ合衆
国運輸省
（DOT）は
自動運転
関連研究に
研究費を
付与

9月19日 アメリカ合衆国輸送省（DOT）はAutomated Systems Demonstration 

Grant Fundプログラムを立上げ、自動運転に係る8件のプロジェクトに
対し資金提供（計$60 M）を行うことを発表

 背景：
• DOTは安全規格の策定等を通じ自動車の安全性を監視する組織
高速道路交通安全事業団（NHTSA）を管理。NHTSにおいては、自動
運転の安全性向上を優先アジェンダとして提示

• DOTはGMと米国スタートアップNuroからの依頼を受け、自動運転車
の生産に係る規制緩和についての意見聴取を実施し、DOTはAVおよ
び自動運転システムに関する最新のガイドライン（Preparing for the 

Future of Transportation: Automated Vehicles 3.0 : AV 3.0）を発行
 支援対象：

• 7州の8件のプロジェクトが対象
• ミシガン州、オハイオ州、およびバージニア州は、DOTから合計

3,000万米ドルの助成金既に受領
• 現在、カリフォルニア州、アイオワ州、ペンシルバニア州、テキサス
州が資金受領に向けリストに追加

IHSMarkit https://ihs

markit.com

/research-

analysis/u

s-dot-

makes-

more-

awards-of-

autonomo

us-vehicle-

research-

funding.ht

ml
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モビリ
ティ

米国 4-U5 トランプ大統
領はカリフォ
ルニア州の
厳格な排出
基準の設定
権限を剥奪
させる方針

9月20日 米国連邦政府は、自動車メーカー保護の目的で、カリフォルニア州から全
国の排出よりも厳格な自動車の排出基準設定の権限を剥奪させる方針を
発表

 方針発表の背景：
• 1963年に米国連邦政府はClean Air Actを発効し、自動車の排出基
準等、空気の品質を高める様々な基準を設定

• カリフォルニア州は連邦政府が定めた基準よりも、厳格な基準を設定
可能な権利を保有

• カリフォルニア州の厳格な基準に準拠するべく、自動車メーカーは
燃費向上等のためR&Dに多額な投資をせざるを得ない状況であり
負担が増加

Inside Climate 

News

https://insi

declimaten

ews org/ne

ws/180920

19/trump-

auto-

standards-

rollback-

california-

waiver-

electric-

vehicles-

climate-

change

4-U6 ULは電池・
充電システ
ムの安全性
向上に向け
て、新たな
試験場を
設置

9月21日 Underwriter Laboratories（UL）はEV用電池・充電システムの大規模
試験場を中国に設置し、EVメーカー及び電池メーカーへの電池の試験・
アドバイサリーサービスを提供

 背景：
• EV市場の成長に伴い、第三者によるEV用電池・充電システム試験へ
の需要が増加

 提供するサービス概要：
• 試験に伴うEV用電池の安全性、性能、機能性向上のための支援
（EV用電池、充電システム、グリッドへの接続器、電池モニタリング
システムを試験対象とする）

• エネルギー、安全性、サイバーセキュリティに係るノウハウの提供

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

establishe

s-new-

electric-

vehicle-

battery-

laboratory-

advance-

battery-

charging-

systems-

safety
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米国 4-U7 カリフォルニ
ア州はトラッ
ク（中型・大
型自動車）
のGHG排
熱量基準を
厳格化する
法令を発効

9月21日 カリフォルニア州は、中型・大型のディーゼルトラックの車検基準の
厳格化（SB 210）、GHG排出量の削減計画提示の義務化（SB 44）を
規定する法令を発効

 背景：
• カリフォルニア全体の車数に対して、中型・大型トラックはわずか4%と
少ないものの、州全体の合計GHG排熱量の20%を占める

 各法令の規定概要：
• SB 210 Heavy-Duty Vehicle Inspection and Maintenance 

Program

• 中型・大型ディーゼルトラックにおける車検基準の厳格化を規定
• SB 44 Medium- and heavy-duty vehicles: comprehensive 

strategy

• 中型・大型ディーゼルトラックのGHG排出量についての削減計画
提示の義務化を規定

Green Car 

Congress

https://ww

w.greenca

rcongress.

com/2019/

09/201909

21-

newsom.ht

ml

4-U8 ANSIはド
ローンに係
る標準化
活動に外部
専門家を
募集

9月23日 ANSIはUASCCにおけるドローン関連標準化活動への外部専門家を
募集すると共に、検討分野を拡大

 背景：
• UASCCはANSI傘下にてドローンに係る標準化活動を推進しており、
規格策定の前段階である既存規制・規格の調査、策定余地の特定、
標準化ロードマップの策定を実施

• 現在に至るまで、既に87組織からの計119人の外部専門家が参画
 外部専門家に求められる役割：

• 現在対象とされていない検討分野への参画
（例：周波数割り当て、都市部・レジャー関連のユーズケース等）

• 規制・規格策定余地の再確認
• ロードマップの進捗確認 等

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

1e647e87-

5675-

4b7e-

9815-

dfdf65bf80

40
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モビリ
ティ

米国 4-U9 SAE 

Internation

alは第3,4, 

5レベルの
ADS路上
試験に係る
規格J3018
の改訂版を
公開

9月26日 SAE Internationalは公道における自動運転システム（ADS）の路上
試験に係る安全規格を公開

 規格名称：
• SAE J3018™ Information Report: Guidelines for Safe On-Road 

Testing of SAE Level 3, 4 and 5 Prototype Automated Driving 

Systems (ADS)

 規格改定の背景：
• J3018は過去の路上試験で蓄積された複数ステークホルダーの知見
を基に、2015年に発行

 J3018の改訂版の概要：
• 第3、4、5段階の自動運転システム（ADS）が対象
• 自動運転システム（ADS）のシステム性能の測定は規格範囲外
• 自動運転・手動運転の車が走る交通環境における路上試験での安全
性確保、特に、自動運転システム（ADS）の制御失敗時における手動
運転への切り替え（in-vehicle fallback drivers : IFTD）を重視

• SAE Internationalの最新の研究成果が反映され、今後はAutomated 

Vehicle Safety Consortiumでの討議内容を基に、さらに改善していく
方針

SAE 

International

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/09/sae-

internation

al-

releases-

updated-

j3018-

standard-

for-on-

road-

testing-of-

sae-level-

3-4-and-5-

prototype-

automated

-driving-

system-

ads

4-U10 USNCが
10月に電磁
両立性に
関するウェ
ビナーを
開催

9月6日 米国国家IEC委員会（USNC）が、電磁両立性に関するウェビナーを開催
 講師：

• Don Heirman USNC電磁適合性調整委員会（USCCEMC）委員長
 Webinar概要：

• 電磁適合性（EMC）とは何か、電子製品への適用方法、規制要件に
準拠した製品の設計について説明

• また、EMC規格を策定する組織、EMCアクティビティレビューを管理
する組織等について紹介

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

bdcb3b17-

2216-

4239-

9ad9-

75deef7b6

37e
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モビリ
ティ

米国 4-U11 ANSIはイン
ドCII, BISと
共同で「ス
マートシティ
カンファレン
ス：5Gの
通信技術、
適用、規格」
を開催

9月16日 米国規格協会（ANSI）は、インド工業連盟（CII）及びインド規格局（BIS）と
共同でセミナーを開催。スマートシティ実現のキーとなる5G技術への理解
促進と共に、官民での5G標準化に係る知見を共有

 背景：
• 米国・インドは「スマーシティ／持続可能な街づくり」、「水・衛生」、
「クリーンエネルギー」の分野における標準化・規制策定に向けて、
2国間の協力プロジェクト「US-India Standard and Conformance 

Cooperation Program : US - India SCCP」を設置
 セミナーにおける講演・討議内容：

• 民間企業による5G活用のベストプラクティス・規格化余地の共有
• 各国の官民間でのスマートシティ・5Gに係る討議、および5G関連
規格を活用することによるスマートシティへのメリットの共有

 セミナーにおける成果：
• 5Gに係る長期的な協力体制構築に向け、Telecommunication 

Industry Association (TIA)およびTelecommunication Standards 

Development Society India (TSDSI)がMoUを締結

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

8e09deb1-

108c-4f76-

af08-

c4cc4eb26

6ea

4-U12 SAE 

Internation

alはWorld 

Safety 

Summitに
おける技術
パネルのス
ポンサーに

9月24日 SAE InternationalはWorld Safety Summit（10月2日予定）にて
自動運転に関連するパネルディスカッションを開催予定

 World Safety Summit概要：
• 自動運転技術に係る専門家が集うイベントであり、安全性等に関する
パネルディスカッションを多数開催
（トピック例：自動運転技術の試験方法、自動運転関連用語の標準化、
等）

 SAE International開催のパネルディスカッション概要：
• 標準化関連パネリストの所属組織の現状を踏まえた、今後の標準化
方向性を討議

SAE 

International

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/09/sae-

internation

al-

sponsors-

av-

technology

-panels-at-

world-

safety-

summit
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中国 4-C1 Xiao 

Yaqingが
Tesla CEO
のElon 

Muskと会談

9月2日 国家市場監督局の局長は、テスラのCEOであるイーロン・マスクと会談
（8月30日@北京）
 両者は中国への投資の増加、特に電気自動車の将来の開発見通しや、電気自
動車の安全性に関する問題について、情報交換及び意見交換を実施

国家標準化委
員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201909/t2

0190902

343745.ht

m

4-C2 CATARCと
東風株式会
社は戦略的
協力協定を
締結

9月3日 2019年中国自動車産業発展（TEDA）国際フォーラムにて、CATARCと
東風株式会社は戦略的協力協定を締結（8月30日）

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90903/293

85.html

4-C3 CATARCと
北汽集団が
戦略的協力
協定を締結

9月3日 2019年中国自動車産業発展（TEDA）国際フォーラムにて、CATARCと
北汽集団は戦略的協力協定を締結（8月31日）

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90903/293

84.html

4-C4 CATARCと
中国自動車
産業協会が
戦略的協力
協定を締結

9月3日 2019年の中国自動車産業発展（TEDA）国際フォーラムにて、CATARCと
中国自動車工学協会は戦略的協力協定を締結（8月31日）

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90903/293

96.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/11)

モビリティ分野関連記事詳細（15/34）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201909/t20190902_343745.htm
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190903/29385.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190903/29384.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190903/29396.html
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中国 4-C5 Xiao 

Yaqingと
Tian 

Shihongは、
サウジアラ
ビアの標準、
計量及び品
質局の局長
であるSaad 

Al Kasabi
氏と会談

9月5日 国家市場管理局の局長及び副局長が、サウジアラビアの標準、計量、
品質局局長のSaad Al Kasabi氏と会談（9月3日@北京）
 製品品質と安全性の強化、製品リコール、標準トレーニングについて意見交換を
実施

国家標準化委
員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201909/t2

0190904

343757.ht

m

4-C6 標準で質の
高い都市を
作成

9月6日 China Market Regulation Newsが泰州市の標準化活動に関する
取り組みについて紹介
 泰州市は積極的に標準化戦略の実施を促進し、標準化された管理メカニズムを
革新し、標準化と革新機能を収集し、標準供給の品質を総合的に改善

 紹介された泰州市における2018年度の取り組み（抜粋）：
• 標準的な国際革新都市パイロット都市として承認
（江蘇省で唯一の都市、国内で5番目に承認）

• 台州の企業が策定に参加したISO規格が正式に発行、
4つの国際規格を提案

• 「ステンレス鋼産業の変革とアップグレードのためのガイドライン」の地
方規格を策定

• 国内で唯一の農産物eコマース標準化実証ゾーンの設立を承認

China Market 

Regulation 

News

http://www.

cicn.com c

n/zggsb/20

19-

09/06/cms

120505arti

cle.shtml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/11)

モビリティ分野関連記事詳細（16/34）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201909/t20190904_343757.htm
http://www.cicn.com.cn/zggsb/2019-09/06/cms120505article.shtml
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中国 4-C7 CNISは台
州市人民政
府と戦略的
協力協定に
署名

9月20日 中国標準化研究所（CNIS）と台州市人民政府は戦略的協力協定に署名
（9月19日）

 協力内容：
• 新都市化標準化のパイロット実装、産業標準システムの構築、企業
標準リーダーの育成、グリーン製造標準システムの構築、生態文明
標準システムの構築、及び標準国際革新的な都市建設、トレーニング
の開発等における協力

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190920

45130.ht

ml

4-C8 日本と中国、
自動運転技
術分野でさ
らに協力深
める＝中国
メディア

9月24日 中国メディアの東方網は、自動運転技術分野において日本と中国間の
協力がさらに拡大していると発表（9月20日）

 両国の協力内容：
• 中国工業情報化部と日本の経済産業省が第2回日中インテリジェン
ト・コネクテッド・ビークル（ICV）官民フォーラムを共同主催（9月20日）
• フォーラムにてホンダと東軟睿馳汽車技術、日本のロボット
ベンチャー企業ZMPと安凱客車がそれぞれ協力の成果を展示

• 国連の自動車基準調和世界フォーラム（WP29）にて副議長を共に
担当し、法規の枠組みや作業計画等についても共同で研究を推進

• 2018年5月には両国政府が自動運転協力に関する合意を締結。公道
における自動運転テストのルールや通信インフラに関する国際標準
制定において協力を確認

Searchina http://news

.searchina.

net/id/168

2818
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/11)

モビリティ分野関連記事詳細（17/34）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201909/t20190920_45130.html
http://news.searchina.net/id/1682818
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中国 4-C9 中国、自動
運転の商用
免許をバイ
ドゥなどに
初交付

9月25日 中国内陸部の湖北省武漢市政府は3企業に対し、自動運転車両を使用し
乗客を乗せる運行サービスの免許を中国で初めて交付
 本サービスには次世代通信規格「5G」を使用しており、中国当局は世界で初めて
の5Gの自動運転の商用サービスであると発表

 免許交付された3企業：
• 百度（ネットサービス大手）
• 深蘭科技（上海市を拠点に天津市等で自動運転バスの試験運行サー
ビスを実施）

• 深圳市海梁科技（広東省深圳市でバスを運行する国有企業傘下で自
動運転技術等を開発）

 （参考）5G等のインフラ提供者：
• 中国移動通信集団
• 華為技術、等

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXMZO50

184630V2

0C19A9FF

E000/

4-C10 中国－タジ
キスタン
自動車標準
トレーニング
が中国自動
車センター
で開催

9月27日 中国－タジキスタン自動車標準トレーニング関連会議が開催
（9月23~25日）

 会議概要：
• 中国国家市場管理局標準・技術管理部局長とタジキスタン標準化・
計量・認証・貿易監督局局長が参加した会議では、自動車の標準化、
試験、認証の分野における協力について意見交換し、標準データの
交換、技術作業グループの構築、および関連する人材トレーニングの
実施について合意

• 標準および試験部門専門家が参加した会議では、タジキスタンの標
準の説明と実証試験の状況を整理し、部品、照明、ブレーキホース、
安全拘束システムなどの専門分野での技術トレーニングと標準に関
する意見交換を実施

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

90929/295

87.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/11)

モビリティ分野関連記事詳細（18/34）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50184630V20C19A9FFE000/
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190929/29587.html
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中国 4-C11 大型商用車
の燃料消費
基準ワーキ
ンググルー
プの第21回
作業部会が
重慶で開催

9月27日 大型商用車の燃料消費基準ワーキンググループの第21回作業部会が
開催（9月25日＠重慶）

 作業部会概要：
• China Automobile Center Standards InstituteのZheng Tianlei部長
がGB / T 27840（大型商用車の燃費測定方法）の改訂の進捗状況を
報告

• 中国労働状況研究チームのYu Zhengzheng氏とHu Xi氏が、大型商
用車の燃料消費テスト結果に対する条件切り替えの影響や中国の
自動車運転条件と大型エンジンに関する研究を紹介

• Jianghuai AutomobileやYutong Bus等の企業からの専門家が、
抵抗と起動効率を測定するための解体方法の内容、およびスクール
バスの運転条件を紹介し、GB / T 27840の第2ドラフトに寄せられた
意見について説明

• 今後、ワーキンググループメンバーが、検証データを提供し、
GB/T 27840のレビュー用のドラフトを作成することが決定

 参加者：
• 国内外の大型商用車メーカーおよび大型商用車の燃料消費基準
ワーキンググループの業界団体から40人以上

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1473.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/11)

モビリティ分野関連記事詳細（19/34）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 9月30日時点での取得情報を記載

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1473.html
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中国 4-C12 中国自動車
産業セン
ター天津
自動車試験
センターと
ドイツ
Fraunhofer-

ITWMが
CDTireの
独占的認証
協力に関す
る調印式を
開催

9月27日 中国自動車産業センター天津自動車試験センターとドイツFraunhofer-

ITWMがCDTireの独占的認証協力を締結
 協力内容：

• 天津自動車試験センターが、FhG-ITWMによるドイツでのタイヤ試験
とCDFireのパラメータ識別の独占的な公式認証機関に指定

• FhG-ITWMは、タイヤ試験とパラメータ識別に独自の試験機器を使用
することを試験センターに許可

• 両社は、中国で車両の仮想道路R＆Dアプリケーションプラットフォー
ムを共同で構築し、CDTireソフトウェアのアップグレード、タイヤモデ
ルの最適化、車両の多分野シミュレーションに関する協力研究を実施

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90927/295

65.html

4-C13 Baiduと
FAW 

Groupが
中国湖南省
で自動運転
タクシーを
試験運転

9月27日 検索大手Baiduと自動車メーカーFAW Groupが自動運転タクシー
Appolo Robotaxiについて国内最大規模となる試運転を実施

 試験概要：
• 45台を利用し、総面積70km²および135kmの一般道路を対象
とした試運転を実施（中国最大規模）
（現在は、安全規制上、人間のオペレーターの割り当てが必要）

Techwire Asia https://tech

wireasia.c

om/2019/0

9/baidu-

and-faw-

group-

pilot-self-

driving-

taxis-in-

hunan-

china/
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(6/11)

モビリティ分野関連記事詳細（20/34）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190927/29565.html
https://techwireasia.com/2019/09/baidu-and-faw-group-pilot-self-driving-taxis-in-hunan-china/
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中国 4-C14 第一回自動
車仮想舗装
応用技術
会議が開催

9月30日 第1回自動車仮想舗装応用技術会議が開催（9月25日＠天津）
 会議概要：

• 中国自動車センター試験認証部塩城試験場自動車耐久性試験研究
所のLiu Dongyu所長が、車両の耐久性開発の試験場について紹介
し、塩城試験場の2D仮想道路について公表

• ドイツFraunhofer-ITWMITWM、天安センター、奇瑞汽車有限公司、
東風日産テクノロジーセンター、ブリリアンスオートホールディングス、
東風小康有限公司、Aoer Engineering Software（Shanghai）および
同済大学の専門家が参画し、さまざまな角度から、車両NVHの仮想
道路技術の適用事例と今後の計画、運転安定性と疲労耐久性シミュ
レーション、タイヤと道路のモデリング方法、およびタイヤデータベー
スに基づくタイヤマッチング技術について共有

 参加者：
• 国内外から30社以上の企業の専門家

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90930/295

81.html

4-C15 「自動車ス
テアリング
システムの
基本要件」
など3つの
必須国家
規格のドラ
フトに対する
意見募集

9月30日 「自動車ステアリングシステムの基本要件（GB 17675-1999）」、
「自動車の安全性に関する技術仕様（GB 9656-2003）」の改訂案および
「自動車およびトレーラーブレーキ用部品の技術要件と試験方法」の
ドラフトに対する意見を募集（10月30日まで）

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1477

.html

1570

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/11)

モビリティ分野関連記事詳細（21/34）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 9月30日時点での取得情報を記載

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190930/29581.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1477.html
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中国 4-C16 「新しい運動
エネルギー
の改革、
開放、開発
を包括的に
深めるため
に」-2019年
中国自動車
産業発展
（TEDA）
国際フォー
ラムを開催

9月2日 CATARCが自動車産業のトップイベントである「中国自動車産業発展
（TEDA）国際フォーラム」を開催（8月30日～9月1日@天津浜海新区）

 目的：
• 自動車産業の持続可能且つ高品質な発展の促進

 参加者：
• 国の省庁及び委員会のリーダー、国内外の企業、専門家、学者、
記者等、合計1,200人以上

 討議内容（抜粋）：
• 国家発展改革委員会の産業開発局が電気及びインテリジェント車両
開発の加速及び新エネルギー車の市場優位性の必要性について
発表

• 国家市場監督局の認証監督部が品質認証と企業の技術開発との
関連性について発表

• 産業情報技術省の機器産業部が「新エネルギー車産業発展計画
（2021-2035）」のアイデアを開示

• 運輸省運輸サービス部が新エネルギー車の開発に関して問題を提起

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90902/293

79.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/11)

モビリティ分野関連記事詳細（22/34）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190902/29379.html
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中国 4-C17 自動運転安
全及び産業
開発セミ
ナー、「中国
自動運転安
全リーダー」
会議が北京
で開催

9月9日 CATARCが「自動運転安全及び産業開発セミナー」と「中国自動運転
安全リーダー会議」を開催（9月4日@北京）

 会議概要：
• 自動運転車に関連する経済的・社会的安全、輸送の安全、
運転手・乗客、情報セキュリティ等について包括的な議論を実施

• 中国自動車センターとBaidu Companyが共同編集した「中国自動車
運転安全リーダー」と「自動運転安全質問」を発表

 参画機関：
• 国家発展改革委員会 統合交通研究所
• 運輸省 高速道路科学研究所
• 公安省 交通安全研究センター
• Baidu Smart Driving Business Group

• 中国科学院 科学技術戦略コンサルティング研究所
• 中国情報通信研究所
• 北京スマートカー産業革新センター

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90909/294

33.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190909/29433.html
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モビリ
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中国 4-C18 Li Weiは、
中国とEUの
自動車産業
対話に参加
するために
ヨーロッパを
訪問

9月24日 中国国家自動車産業センターの副部長であるLi Wei氏とその関係者は、
中国と欧州の自動車産業に関連する討議を実施（9月19-20日@欧州）

 討議内容：
• 両国は技術交流、国際標準及び規制の観点から中国とEU間の協力
事例を紹介

• 自動車の省エネ、新エネルギー車、インテリジェントなネットワーク化
された車両などの戦略的分野における標準と規制の交換、協力、
調整について引き続き連携強化することを確認

 協力事項
• 国連の枠組み下での自動車規制のインテリジェントなネットワークに
関する中国とEU間の協力

• 燃料消費量、二酸化炭素規制に関する協力
• 国連の枠組みの下での電気自動車規制に関する協力

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90924/295

38.html

4-C19 2019中国-

ASEAN
（柳州）自動
車産業協力
開発フォー
ラムが柳州
で開催

9月25日 CATARCは2019中国-ASEAN（柳州）自動車産業協力開発フォーラムが
開催されたと発表（9月18日@柳州）

 主催者：
• 中国自動車産業協会、広西チワン族自治区事業部、広西チワン族
自治区国際博覧局、柳州市人民政府、中国自動車センター下情報・
政策研究センター

 参加者：
• 中国及びASEAN諸国のリーダー、商業当局、国内外の自動車及び
部品会社の代表者、業界の専門家を含む約300人が参加

 討議内容：
• 中国の自動車輸出とASEAN自動車市場の開発動向
• ASEAN自動車市場の政策変更と協力の機会
• ASEAN電気自動車の充電及び交換機器の最新の技術要件と国際
基準

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90925/295

51.html
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http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190924/29538.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20190925/29551.html
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中国 4-C20 海外自動車
市場のアク
セス制度と
技術規制に
関する2019
年（第7回）
国際シンポ
ジウムを
開催

9月27日 中国自動車技術研究センター標準化研究所が「海外自動車市場のアク
セス制度と技術規制に関する2019年（第7回）国際シンポジウム」を開催
（10月31日＠雲南省昆明）

 シンポジウム開催目的：
• 海外の自動車関連規格と規制の最新動向をタイムリーに理解し、
中国の自動車輸出製品が海外のターゲット市場の新たな要件に適合
することを支援

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1475.ht

ml

4-C21 2019年自動
車産業の標
準化に関す
る第2回ト
レーニング
を開催

9月29日 全国自動車標準化技術委員会が2019年自動車産業の標準化に関する
第2回トレーニングを開催（10月30~31日＠天津）

 トレーニング開催目的：
• 自動車業界の国家標準および業界標準の要件に関するトレーニング
と専門的な技術ガイダンスの提供

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1476.ht

ml

1574

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(11/11)
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*1 9月30日時点での取得情報を記載

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1475.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1476.html
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インド
ネシア

4-A1 地図データ
の統一化に
向けて、
KANは
新たな測定
ガイドライン
を準備

9月4日 BSNは国家認定機関（KAN）を通じ、統一化された地図データの整備に
向けて、企業による地図データ策定に際しての新たな測定ガイドラインを
発行

 背景：
• 政府は土地紛争の解決・MaaS実現に向けて地図データの統一化を
国家目標として設定

• 現在の測定方法として普及が進められるISO 17123シリーズ（Optics 

and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic 

and surveying instruments）のみでは不十分と判断し、ガイドライン
の策定に着手

 測定ガイドラインにおける規定内容：
• ISO 17123を活かしつつ、計量トレーサビリティを向上するための
要件を追加

インドネシア国
家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

435/dukun

g-

program-

satu-peta-

kan-

siapkan-

pedoman-

kalibrasi-

terbaru# X

YA99Wn7

Rdg

シンガ
ポール

4-A2 シンガポー
ルとフィリピ
ンは8つの
MoUを締結

9月10日 シンガポールの個人情報保護委員会とフィリピン国家プライバシー委員会
は水源、農産物貿易、Agri-Tech、人材育成、スマートシティ、データ保護、
スマートシティ、モビリティ、再生エネルギー等の分野でデータを共有・
活用するMoUを締結

 MoU締結機関：
• Personal Data Protection Commission
（個人情報保護委員会（シンガポール））

• National Privacy Commission
（国家プライバシー委員会（フィリピン））

 MoUの締結内容：
• シンガポールとフィリピン間でクロスボーダーデータ共有及び共有
仕組みを試行する共同サンドボックス構築を行うことに合意

• さらに、フィリピンの開発銀行と協業し、フィリピン国内における
スマートシティ、モビリティ、再生エネルギー等多様な取り組みの
加速化を図ることに合意

Enterprise 

Singapore 
（シンガポール
企業庁）

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/new

s/2019/sep

tember/sin

gapore-

philippine-

agencies-

exchange-

eight-

mous
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http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10435/dukung-program-satu-peta-kan-siapkan-pedoman-kalibrasi-terbaru#.XYA99Wn7Rdg
https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/news/2019/september/singapore-philippine-agencies-exchange-eight-mous
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インド
ネシア

4-A3 インドネシア
国内のEV
充電設備
メーカーは
国家規格の
策定を要求

9月12日 インドネシア国内のEV充電設備メーカーは充電設備に係る国家規格の
策定を要求

 背景：
• 現在EVのソケットと充電設備を統一・共通化するルールが不在であり、
メーカーの中で開発した充電設備が今後インドネシアで発売される
EVに対応できるか懸念が浮上

 規格の需要：
• 充電ソケットの種類に係る基準統一に資する、充電設備に関する
仕様全般

Bisnis.com https://oto

motif.bisni

s.com/read

/20190912

/275/1147

530/produ

sen-alat-

pengisian-

daya-

mobil-

listrik-

tunggu-

standar-

resmi-

pemerinta

h

ベト
ナム

4-A4

再

TUV SUD 

PSBとベト
ナム認証
機関
QUACERT
はMoUを
締結

9月12日 TUV SUD PSBとベトナム認証機関QUACERTは、輸出製品の相互認証
に係るMoUを締結

 MoU締結機関：
• TUV SUD （ドイツ）
• QUACERT（ベトナム）

 MoU締結により期待される効果：
• 当MoU締結により、ベトナムに製品を輸出する際に、現地で試験・
認証を行うのではなく、事前にTUV SUDによる工場審査・製品の
試験・認証を行い相互認証を認めることで貿易の促進に寄与

TUV SUD https://ww

w.tuev-

sued.de/co

mpany/pre

ss/news/tu

ev-sued-

psb-

successfull

y-signs-

memorand

um-of-

understan

ding-with-

vietnames

e-

certificatio

n-body-

quacert
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再掲

https://otomotif.bisnis.com/read/20190912/275/1147530/produsen-alat-pengisian-daya-mobil-listrik-tunggu-standar-resmi-pemerintah
https://www.tuev-sued.de/company/press/news/tuev-sued-psb-successfully-signs-memorandum-of-understanding-with-vietnamese-certification-body-quacert
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A5 自転車・
PMD（小型
移動手段）
利用者は公
共の場での
利用制限に
懸念を表明

9月15日 2019年に発効されたPMD（小型移動手段）規制は、対象PMD及び利用
を禁止する場所についての規定が複雑なことから、利用者が懸念の声を
発出

 PMD規制概要：
• 歩行者とPMDを巻き込む事故防止のため、2019年9月から10月末
まで、適用の試用期間を実施を経て発効

• 試用期間終了後は、違反者に罰金（5000 SGD）・懲役（3カ月）等を適
用する他、PMDだけでなく、自転車も適用対象とすることを決定

• 対象とするPMDの範囲及び対象範囲、PMDが満たすべき基準、対象
PMDを使用するにあたっての留意事項を規定

Asia One https://ww

w.asiaone.

com/singa

pore/cyclis

ts-and-

pmd-

users-

concerned

-about-

new-ban-

common-

areas-

town-

councils-

say-rule-

remain

インド
ネシア

4-A6 インドネシア
産業省は、
EVに係る
財政的・非
財政的優遇
制度を規定
する規制を
検討

9月18日 インドネシア産業省（ILMEA）は、EV普及に向けて購入者に対する
財政／非財政的な優遇制度を規定する規制導入を検討

 優遇制度の概要：
• 税的緩和、補助金等の財政的な優遇制度
• 特定交通ルールへの準拠義務の緩和、EV専用駐車場・車線の整備
等の非財政的な優遇制度

Medcom https://ww

w.medcom

.id/otomotif

/mobil/eN4

RDEyk-

regulasi-

fiskal-dan-

non-fiskal-

kendaraan

-listrik-

dipermuda

h

ベト
ナム

4-A7 ベトナムは
UL規格の
国内普及に
向けてULと
MoUを締結

9月19日 ベトナム国家標準化機関STAMEQは、UL規格を国内利用するに際し、
MoUを締結

 MoUの締結者：
• ベトナムの標準化機関（STAMEQ）
• Underwriters Laboratory（UL）

 締結内容の概要：
• UL策定規格をSTAMEQが国内で活用できるようにすることで、
相互互換性・認証を促進することを規定

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/09/viet-

nam-hop-

tac-voi-ul-

trong-linh-

vuc-cap-

phep-tieu-

chuan/
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再掲

https://www.asiaone.com/singapore/cyclists-and-pmd-users-concerned-about-new-ban-common-areas-town-councils-say-rule-remain
https://www.medcom.id/otomotif/mobil/eN4RDEyk-regulasi-fiskal-dan-non-fiskal-kendaraan-listrik-dipermudah
https://tcvn.gov.vn/2019/09/viet-nam-hop-tac-voi-ul-trong-linh-vuc-cap-phep-tieu-chuan/
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インド
ネシア

4-A8 インドネシア
中央現行
（BI）は環境
に優しい車
への支払い
を5-10%へ
緩和

9月20日 インドネシア中央銀行は、EVの普及に向けて、高環境性能自動車に
対する頭金の基準を、販売価格の20-25%から5-10％に引き下げる方針
を公開

 対象：
• 大統領令（No. 55 Tahun 2019）に規定される自動車
（EV、ハイブリッド、PHEVを含む）

• 中国から多く輸入しているLCGC (Low Cost Green Car）は対象外
 規制の発効予定：

• 2019年12月2日より上記規制を発効予定

Antara News https://ww

w.antaran

ews com/b

erita/1072

566/bi-

longgarka

n-uang-

muka-

mobil-

ramah-

lingkungan

-hanya-5-

10-persen

4-A9 産業省は
EVへの税
的優遇制度
を規定する
法案を発効
予定

9月27日 インドネシア産業省は、EVの普及に向け自動車に課税されるぜいたく税
（PPnBM）の適用基準を「車種・エンジン馬力」から「排出量」をべースと
するよう変更する法令を発効予定

 背景：
• インドネシアでは、自動車に対してぜいたく税を課税しており、
これまで「車種・エンジン馬力」を適用基準として規定

• 国家優先プログラムの一環であるEVの普及に向けて、EV購入者に
対して税的優遇制度を構築することを発表

 法令の発効による主な税制変更：
• 直接的排出量がゼロであるEVの購入価格に対しては、ぜいたく税の
課税比率をゼロとする

• 一方、その他のPHEV、ハイブリッド、化石燃料自動車には、
排出量と連動したぜいたく税の課税比率を適用

Grid Oto, 

Suara

https://ww

w.gridoto c

om/read/2

21865754/

draf-

ppnbm-

sebentar-

lagi-

disahkan-

pajak-

kendaraan

-

bergantun

g-pada-

emisi-

yang-

dihasilkan

#!%2F

https://ww

w.suara.co

m/otomotif/

2019/09/2

5/221624/

sudah-

rampung-

skema-

ppnbm-

mobil-

listrik-

segera-

disahkan
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(4/6)
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https://www.antaranews.com/berita/1072566/bi-longgarkan-uang-muka-mobil-ramah-lingkungan-hanya-5-10-persen
https://www.gridoto.com/read/221865754/draf-ppnbm-sebentar-lagi-disahkan-pajak-kendaraan-bergantung-pada-emisi-yang-dihasilkan#!%2F
https://www.suara.com/otomotif/2019/09/25/221624/sudah-rampung-skema-ppnbm-mobil-listrik-segera-disahkan
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A10 BSNは航
空・宇宙開
発分野の標
準化におい
てインドネシ
アLAPANと
協定を締結

9月27日 インドネシア標準化機関（BSN）は、インドネシア国立航空宇宙研究所
（LAPAN）と航空分野・宇宙開発分野における標準化促進に向け、協定
を締結

 協定の締結者：
• インドネシア標準化機関（BSN）
• インドネシア国立航空宇宙研究所（LAPAN）

 協定内容：
• 航空分野・宇宙開発分野における規格開発
• 規格に基づいた製品、サービス、システム、プロセス、人材の認証
スキーム開発

• 規格に基づいた標準化関連機関の確立支援
（試験場、認証機関、検査機関等）

• 上記の活動に係る人材育成支援

インドネシア国
家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

502/kerjas

ama-bsn-

lapan-

dalam-

pengemba

ngan-sni-

bidang-

penerbang

an-dan-

antariksa#.

XZGDQEb

7Rdg

シンガ
ポール

4-A11 アクティブ・
モビリティ
諮問委員は
歩行者を
保護する
目的で、
PMDの規制
をさらに
厳格化

9月28日 シンガポールのアクティブ・モビリティ諮問委員（Active Mobility 

Advisory Panel ：AMAP）は超小型移動手段（PMD）に係る規制を
さらに厳格化する提言文書をLTAに提出（2019年9月27日）

 AMAP概要：
• 歩行者を保護する目的で、2015年に設置され、LTAに対し自転車
及びPMDに関する規制提言を実施

 提言の背景：
• シンガポールはPMDの利用範囲・場面を制限する規制を発効した
ものの、現時点で事故率低減につながらず

 AMAPによる提言概要：
• PMDの利用者に対して、第三者保険機関への加入を要求
• PMDの最低利用可能な年齢を16歳に設定。16歳未満に関しては、
保護者による監視が必要

• PMD利用者には、セオリテストの受験を義務化

Straits Time https://ww

w.straitsti

mes.com/s

ingapore/p

anel-

proposes-

pmd-rules-

to-make-

paths-

safer
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http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10502/kerjasama-bsn-lapan-dalam-pengembangan-sni-bidang-penerbangan-dan-antariksa#.XZGDQEb7Rdg
https://www.straitstimes.com/singapore/panel-proposes-pmd-rules-to-make-paths-safer
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モビリ
ティ

ベト
ナム

4-A12 ベトナム
国家標準
研究機関
（VMI）は
EGM-6を
ハノイにて
開催

9月16日 ベトナム国家標準研究機関（Vietnam Metrology Institute : VMI）は
第6回ASEAN Expert Group on Metrology (EGM-6)を開催

 EGM概要：
• ASEAN EGMはASEAN科学技術委員会（COST）配下、

Subcommittee on Infrastructure, Resources and Development 

(SCRID）により、毎年開催
• 各国の計量研究機関が参画

 討議内容：
• 各国における計量・測定動向に係る情報共有
• 計量・測定分野における各国間協力に向けた事項の討議

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/09/vien

-do-luong-

viet-nam-

dang-cai-

hoi-thao-

nhom-

chuyen-

gia-ve-do-

luong-khu-

vuc-

asean-lan-

thu-6/
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https://tcvn.gov.vn/2019/09/vien-do-luong-viet-nam-dang-cai-hoi-thao-nhom-chuyen-gia-ve-do-luong-khu-vuc-asean-lan-thu-6/
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モビリ
ティ

国際 4-O1 バーチャル
キーがカー
シェア市場
の未来を
握る 開発
企業まとめ

9月4日 自動運転LABの記事にて、バーチャルキー・デジタルキー技術における
標準規格制定が推進されていることを紹介
 「Car Connectivity Consortium（CCC）」は、デジタルキー開発における標準規格
を発表（2018年6月）

 CCC概要：
• スマートフォンと自動車の連携通信技術を推進する業界横断型の
国際団体

 規格策定により期待される効果：
• 互換性が飛躍的に向上し、アプリ開発やセキュリティ開発等の促進も
期待

自動運転LAB https://jido

unten-

lab.com/u

virtual-key-

matome

4-O2 自動運転車
に対する
公共の信頼
を構築する
方法

9月10日 ITUはインテリジェント輸送システムの国際基準の形成を後押ししていると

ITUの電気通信標準化局長が発言
 局長発言（抜粋）：

• ITUはインテリジェントトランスポートに対応すべく、無線通信、
セキュリティ、マルチメディア、およびパフォーマンスとサービス品質の
標準化作業を実施中

• さらに、UNECEがITUに対し輸送規制をサポートするための技術
標準の策定を要求

• 今後、ITUは自動運転車を操縦するAI「ドライバー」のパフォーマンス
基準に関するグローバルな対話の促進を目指す

ITU News https://new

s.itu.int/her

es-how-

we-can-

build-

public-

trust-in-

self-

driving-

vehicles-

chaesub-

lee/
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国際 4-O3 私たちの
生活の中で
ロボットを
信頼する

9月11日 IEC Blogにてロボットの発展において規格の果たす役割とその必要性に
ついて説明
 ロボット技術の利点やリスクを紹介し、AI技術に関する規格がロボット技術への
信頼性向上へ貢献し得ることを説明

 規格の役割とその必要性：
• 規格は既存の多くの技術において利用されており、メーカーは規格の
使用により製品やサービスが確実且つ安全に機能することを
ユーザーに対し保証することが可能

 ロボット技術の使用には、付随する革新的AI技術に関する規格の策定が急務で
あり、倫理的・社会的要素を含めたできるだけ多くの側面に考慮した規格が策定
される必要有

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/09/trustin

g-the-

robots-in-

our-lives/

4-O4 日立とルー
ベンカトリッ
ク大学が
共同開発し
たメッセージ
認証技術が
国際標準
規格として
採択

9月24日 日立製作所とルーベンカトリック大学は、共同で開発したセンサーや
コントローラーなどの小型IoT機器向けメッセージ認証技術「Chaskey」が、
ISO/IEC 29192-6として採択されたと発表

 Chaskey概要：
• 標準的に利用されている暗号化技術に比べ、2分の1～5分の1の
少ないメモリでありながら、2～7倍の高速性を保証

• 重要インフラや車載システムを支える小型機器に基本的なセキュリ
ティ機能の導入が容易となることから、システムの安全性向上に期待

• 小型IoT機器で使用されている8～32ビットCPUでも、省メモリで高速
処理が可能

 ISO/IEC 29192-6：
• 名称：Information technology — Lightweight cryptography 

— Part 6: Message authentication codes (MACs)

ZD Net 

Japan
*1

https://japa

n zdnet.co

m/article/3

5142976/
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*1 9月30日時点での取得情報を記載

https://blog.iec.ch/2019/09/trusting-the-robots-in-our-lives/
https://japan.zdnet.com/article/35142976/
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モビリ
ティ

国際 4-O5 新車への義
務化が進む
衝突軽減
ブレーキ
高齢者の
踏み間違い
事故減少に
繫がるか？

9月29日 Auto Messe Webは、国際連合部会が衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）
の義務化を2019年6月に正式決定し、2020年1月に施行であると発表

 AEBS概要：
• 自動車に搭載したカメラやレーダーからの情報を車載コンピュータが
解析し、走行中に前方の障害物や歩行者などと衝突する危険がある
場合はドライバーに警告、ドライバーの対応や操作が不十分な場合は
自動停止させる機能を保持

 今回の国際基準における要求事項：
• AEBSが主に以下の要件を満たす試験への合格することを要求
• また手前で運転者に衝突の危険を知らせる警告の表示についても
要求
• 時速40kmで走行中に、前方で停止しているクルマに衝突せず
停止

• 時速60kmで走行中に、前方を時速20kmで走っているクルマに
追突せず停止

• 時速30kmで走行中に、前方道路を時速5kmで横断する歩行者に
衝突せず停止

 （参考）日本の対応：
• 部会にて議長国のひとつとして議論を推進した日本は、国土交通省
が新車への装着義務化を2019年度中に結論付ける方針

Auto Messe 

Web

https://ww

w.automes

seweb.jp/2

019/09/29/

228476
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欧州 5-E1 意図的に
追加された
生分解性
マイクロプラ
スチックの
免除はなし

9月2日 ECOSは、European Strategy on Plastics in a Circular Economyに
おける、ECHAの生分解性マイクロプラスチックの免除に反対

 背景：
• 欧州委員会（EC)は、プラスチックの生産、使用、廃棄に関して、

European Strategy on Plastics in a Circular Economyを発行
（2018年1月）

• 上記プラスチック戦略に関し、European Chemicals Agency
（ECHA）は、生分解性マイクロプラスチックを除くマイクロプラスチック
の使用制限を発表

 ECOS意見概要：
• 3つの理由により、生分解性マイクロプラスチックの免除に反対

• プラスチック戦略では、プラスチック廃棄物及びポイ捨ての抑制
のために、マイクロプラスチックの制限を定めており、生分解性
プラスチックはポイ捨ての解決に寄与しない

• 生分解性プラスチックは、あくまでプラスチックであり、
プラスチックの生産減少に寄与しない

• 提案された生分解基準は、環境への悪影響がないことを十分
に保証していない

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/no-

exemption

-for-

intentionall

y-added-

biodegrad

able-

microplasti

cs/
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https://ecostandard.org/news_events/no-exemption-for-intentionally-added-biodegradable-microplastics/
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ドイツ 5-E2 ドイツは
小売店から
のビニール
袋の禁止を
望む

9月6日 ドイツ環境大臣は、長寿命廃棄物の削減を目的とした小売店より発生
する特定の軽量ビニール袋の禁止措置について言及

 環境大臣発表要旨：
• 大臣自らが提案した新規法案においては、生分解性とラベル付けされ
ているビニール袋の中で「偽物」とラベル付けしたビニール袋について
は、小売店による取扱いを禁止する内容が含まれることについて言及

 新法案における規定範囲：
• 本法案の初期段階では果物や野菜用の薄いビニール袋や、繰り返し
再利用可能な耐久性のある袋は禁止対象に含めない予定

 新法案の施行までの流れ：
• 国会にて承認された後、施行される予定

AP NEWS https://ww

w.apnews.

com/558ca

67c60404

2a690cf6f

dcba4003

e5

欧州 5-E3 より多くの材
料効率規格
が進行中

9月9日 材料効率に関する欧州委員会マンデート543の下で開発された
FprEN45553及びFprEN45555に対する正式な投票を完了

 規格における規定内容及び投票結果：
• FprEN45553：

• エネルギー関連製品の再生産能力を評価する一般的な方法を規
定

• 結果：否決されたため、専門家は規格の改善に向けて
取り組む予定

• FprEN45555：
• エネルギー関連製品のリサイクル可能性を評価する一般的な方法
を規定

• 結果：可決されたため、公表に進む予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/more

-material-

efficiency-

standards-

are-on-

the-way/
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https://www.apnews.com/558ca67c604042a690cf6fdcba4003e5
https://ecostandard.org/news_events/more-material-efficiency-standards-are-on-the-way/
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スウェ
ーデン

5-E4 標準化は、
繊維に対す
る環境への
影響を軽減
する見込み

9月9日 SISは、スウェーデンRISE研究所と環境保護庁と連携し、
繊維及びファッション産業の循環フロー確立のための規格を策定中

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、SDGsの取組み強化のため、廃棄物管理の
要件を厳格化
• EU加盟国は2025年までに繊維廃棄物に対応する必要があるもの
の、繊維混合物の商業規模でのリサイクル方法については未確立

 規格策定概要：
• 生産者及び消費者向けに、用語の定義、材料の分類、試験方法、
リサイクル技術を規定

• また、衣服の生産からリサイクル又はリユースまでのサプライチェーン
全体のトレーサビリティ向上のためのデジタル情報に関する要件を
規定

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/pres

smeddelan

den/stand

ardisering-

ska-

minska-

miljopaver

kan-pa-

textil/

ドイツ 5-E5 返品破棄：
法案の欠如

9月10日 Händlerbund は、連邦環境省（BMU）のEU廃棄物枠組み指令の実施に
関する法案に関する意見文書を発表（9月6日）

 背景：
• BMUは、EU廃棄物枠組み指令の国内実施に関する法案を発表
（2019年8月）

 意見概要：
• Eコマースにおける返品廃棄商品の削減及び過剰生産の問題につい
て、データに基づく詳細化を推進する等の修正が必要である旨を指摘

 今後の予定：
• 中小オンライン小売業者が新規制によって、不当に不利になることを
防ぐため、対話の形成を引き続き支援

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/311

4-

haendlerb

und-

defizite-

geplanten-

regelunge

n-umgang-

retouren

1587

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(3/11)

資源循環分野関連記事詳細（3/20）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/standardisering-ska-minska-miljopaverkan-pa-textil/
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3114-haendlerbund-defizite-geplanten-regelungen-umgang-retouren
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欧州 5-E6 化石燃料を
グリーン投
資から遠ざ
けよう！

9月12日 ECOSは、欧州委員会（EC）のTaxonomy Technical Reportに関する
ポジションペーパーを発行

 背景：
• ECの技術専門家グループ（TEG）はTaxonomy Technical Reportの
最初のドラフトを公開（2018年6月）

 ポジションペーパー概要：
• Taxonomy Technical Reportにおいて、化石燃料の存在及び基本的
な持続可能性要件の欠如について深刻な懸念を表明

• 化石燃料で生成された水素、電気、熱をEU分類から除外することを
要求

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/lets-

keep-

fossil-

fuels-out-

of-green-

investment

s/

5-E7 ECOSは、
エコデザイ
ンとエネル
ギーラベリ
ングに
関する最新
の標準化
要求案の
開発に参加

9月10日 ECOSは、欧州委員会（EC）のエコデザインとエネルギーラベリングに
関する標準化要求（SR）ドラフトに関し、規格の発行遅延の懸念を表明

 背景：
• 欧州委員会（EC）は標準化要求（SR）のドラフトに関し、欧州標準化
機構（ESO）と連携し、2つのカテゴリにおける整合規格を開発
• サーバー、データストレージ製品
• 食洗機、洗濯機、洗濯乾燥機

 ECOS意見概要：
• ECの新しいSRテンプレートに関し、懸念を表明

• 新しいテンプレートにおいては、期限の変更等、ESOが柔軟性を
持つ仕組みとなっており、規格の発行遅延に繋がる可能性を指摘

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-

participate

s-in-the-

developme

nt-of-the-

latest-

draft-

standardis

ation-

requests-

for-

ecodesign-

and-

energy-

labelling/
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再掲

再掲

https://ecostandard.org/news_events/lets-keep-fossil-fuels-out-of-green-investments/
https://ecostandard.org/news_events/ecos-participates-in-the-development-of-the-latest-draft-standardisation-requests-for-ecodesign-and-energy-labelling/
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欧州 5-E8 使い捨て
プラスチック
指令の作業
は継続：
実装へ移行

9月13日 プラスチックの環境への影響削減に関する欧州指令
（Directive (EU) 2019/904）への移行期間が開始

 指令名称：
• Directive (EU) 2019/904） of the European Parliament and of the 

Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain 

plastic products on the environment
（Single-Use Plastics Directiveとも呼ばれる）

 指令概要：
• 環境に対する特定のプラスチック製品の影響軽減が目的
• 2019年6月に公開、2019年7月2日に発効

 今後の予定：
• 今後数か月間、指令の対象となる定義、免除可能性、及び製品
マーキングについて明確化がなされる予定

• 飲料容器のキャップ接続と漁具の円形設計について、
CEN-CENELECが規格を策定予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/the-

single-use-

plastics-

directive-

work-

continues-

moving-

on-to-

implement

ation/

英国 5-E9 バイオ廃棄
物部門の
改善継続の
ための
レビュー

9月13日 環境庁は、堆肥化、嫌気性消化、機械的生物学的処理を含む、バイオ
廃棄物セクター内の許可廃棄場所に関するレビューを開始

 レビュー概要：
• Industrial Emissions Directiveの要件等、直近の規制における変更
点を含め、利用可能な最善の技術と排出制限の遵守を目的として
実施

• 政府の25 Year Environment Planに基づき、バイオ廃棄物処理が一
貫した方法で規制されることを確認

 今後の予定：
• 標準・ルールに関する協議は本年秋より開始予定

• 標準化やバイオ廃棄物の変更案に関するいくつかの協議を包含

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/revi

ew-to-

continue-

improvem

ents-in-

bio-waste-

sector
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https://www.gov.uk/government/news/review-to-continue-improvements-in-bio-waste-sector
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英国 5-E10 企業は、ブ
レグジット後
の有害ガス
に関する環
境基準を維
持するため
にシステム
への登録を
認知

9月16日 政府は、フッ素化ガス（Fガス）又はオゾン層破壊物質（ODS）を含む製品
を生産または取引する英国企業に対し、ブレグジット後も現在の環境基準
を維持するオンラインシステムへの登録を呼びかけ

 背景：
• 英国は気候変動対策として、2015年から2030年にかけてFガスの
使用を79％削減する宣言を実施

 オンラインシステム概要：
• 地球温暖化に寄与する有害な温室効果ガスの使用を管理

• 冷蔵庫やエアコンで使用されるFガスやODSが対象
 今後の予定：

• 対象企業は期日までにシステム登録の必要あり（～11月14日）

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/busi

nesses-

reminded-

to-register-

on-system-

to-

maintain-

environme

ntal-

standards-

on-

harmful-

gases-

post-brexit

欧州 5-E11 エコデザイ
ン製品の
修理可能性
に関する
更新された
規格案の
正式投票が
進行中

9月16日 エコデザイン製品の修復性、再利用性、アップグレード性（RRU）の評価
に関するprEN45554は、CEN及びCENELECにて投票手続き中

 規格概要：
• 欧州委員会マンデート543に基づき策定され、エコデザイン製品の
材料効率について規定

 策定経緯：
• 同規格の旧版の公開調査においては、賛成票が71%以下だったため、
修正を実施（2018年1月）

• 修正を受け、CEN及びCENELECにて新版の投票を実施中
（～2019年10月25日）
• 方法論に関する記述の修正を行い、読みやすさを向上
• 欧州委員会マンデート543に関連する他規格との調和性を改善

 ECOSの反応：
• 各国家標準化機関に対し、賛成票の投票を呼びかけ

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/form

al-vote-

underway-

for-

updated-

draft-

standard-

on-

reparability

-of-

ecodesign-

products/
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https://www.gov.uk/government/news/businesses-reminded-to-register-on-system-to-maintain-environmental-standards-on-harmful-gases-post-brexit
https://ecostandard.org/news_events/formal-vote-underway-for-updated-draft-standard-on-reparability-of-ecodesign-products/
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フィン
ランド

5-E12 エネルギー
循環型経済
へのエネル
ギー供給
データ
センター

9月16日 データセンターは、生産する廃熱を利用することでコストと二酸化炭素
排出量を大幅に削減可能であり、そのエネルギー効率については標準を
使用して達成可能であるとSFSが発表

 背景：
• 社会のデジタル化とモバイルデバイス使用の増加に伴いデータ量
が爆発的に増加したため、データセンターは多くのエネルギーを
消費すると同時に、回収すべき大量の熱を発生

• 標準の使用により、発生する熱エネルギー活用を確実に実証可能
 標準化活動状況：

• データセンターにて使用されるエネルギーのリサイクル方法の
尺度である「エネルギー再利用係数（ERF）」の規格に加え、SFSは環
境の観点から情報技術の開発、運用、管理をサポートする
規格を開発中

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/ene

rgiasyopot

datakesk

ukset osa

ksi energi

an kiertot

aloutta.52

17.news

欧州 5-E13 エコデザイ
ン製品の
修理可能性
に関する
更新規格案
の正式投票
が進行中

9月16日 エコデザイン製品の修復性、再利用性、アップグレード性（RRU）の評価
に関する規格prEN45554について、現在CEN及びCENELECが投票
受付中（10月25日締切）
 ECOSは各国の国家標準化機関に対し、本規格への賛成票投票を要請

 規格概要：
• 名称：prEN 45554 - General methods for the assessment of the 

ability to repair, reuse and upgrade energy related products.

• 欧州委員会の標準化マンデートM / 543に基づき、エコデザイン
製品の材料効率に関連する一連の水平規格の一部として策定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/form

al-vote-

underway-

for-

updated-

draft-

standard-

on-

reparability

-of-

ecodesign-

products/
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https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/energiasyopot_datakeskukset_osaksi_energian_kiertotaloutta.5217.news
https://ecostandard.org/news_events/formal-vote-underway-for-updated-draft-standard-on-reparability-of-ecodesign-products/
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欧州 5-E14 共同プレス
リリース：
Circular 

Plastics 

Alliance、
逃した機会

9月20日 Circular Plastics Alliance（CPA）は、欧州市場でのリサイクルプラス
チックの需要と供給をサポートするための自主宣言に署名した一方、
ECOS、欧州環境局（EEB）及びZero Waste Europe（ZWE）は、宣言に
署名しないことを決定

 CPAイニシアチブ概要：
• 循環経済におけるプラスチックに関する欧州戦略を踏まえ、欧州委員
会が主導

 無署名への理由：
• 宣言中にNGOの関与に関する記載がなく、透明性もなし
• また、宣言内にプラスチック廃棄物に含まれる有毒物質に関連
するリスクについても記載なし

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/joint-

press-

release-

the-

circular-

plastics-

alliance-a-

missed-

opportunit

y/

スウェ
ーデン

5-E15

(再掲)

スマート
産業の扉を
開く

9月25日 SISは将来のスマート産業にとって標準の使用と標準化活動が重要で
あると発表
 持続可能な製品、自動運転車、循環経済分野等、スマート産業においては
効率的な情報の流れを必要としており、スマート産業の発展において標準が重要
である、とSISが発表

 SISは同時に、国際及びスウェーデン国内におけるスマート産業関連の標準化
活動について紹介

• 国際：ISO/ TC 184（産業オートメーションシステムと統合）
• スウェーデン国内：SISの技術委員会SIS/TK 280（製品ライフサイクルの
情報と自動化）

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/oppnar-

dorren-for-

smart-

industri/

1592

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(8/11)

資源循環分野関連記事詳細（8/20）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://ecostandard.org/news_events/joint-press-release-the-circular-plastics-alliance-a-missed-opportunity/
https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/oppnar-dorren-for-smart-industri/
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欧州 5-E16 CENと
ASTM 

Internation

alは技術
協力協定に
署名

9月27日 CEN及びASTMは、特定の標準化分野におけるグローバルな対話と調整
を促進することを目的に、技術協力協定に署名（9月27日）

 目的：
• 標準開発における技術要件と関連属性に関する対話の促進
• 標準関連作業におけるスコープ重複の防止

 協力協定概要：
• 双方の標準開発プロセスにおける協力機会の探索
• 技術機関間の技術標準化対話の促進
• 双方の標準開発活動に関係する新技術、トレンド及び規制に関する
情報の共有

 今後の予定：
• 下記技術グループの関与を伴うパイロットプロジェクトを実施予定

• CEN/TC 411 'Bio-based products

• CEN/TC 366 ‘Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)

• ASTM Committee D20 on "Plastics“

• ASTM Committee D36 on "Recovered Carbon Black" and D11 

on "Rubber and Rubber-like materials"

CENELEC https://ww

w.cen eu/n

ews/brief-

news/Pag

es/NEWS-

2019-

037.aspx

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/press rel

eases/Pag

es/PR-

2019-

08.aspx

5-E17 ANECは
アジアで
持続可能な
消費につい
て講演

9月 ANEC Sustainability WG共同議長のBoštjanOkorn氏は、Asia-

Europe Environment Forum Conferenceで持続可能な消費と生産
（SCP）に関する見解を発表（@横浜）
 議長はプラスチックの過剰消費に対応する消費者の役割を検討するグループに
参加

 グループ合意事項：
• プラスチックの全面禁止は非現実的
• プラスチック製造にあたり使用する材料の量を軽減可能なものに変更
する等、補完的な規制の実効に焦点を当てる必要有

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers/824-

interview-

with-jens-

henriksson

-anec-

vice-

president-

anec-

enewslette

r-ed-7-

2019
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https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-037.aspx
https://www.anec.eu/publications/newsletters/824-interview-with-jens-henriksson-anec-vice-president-anec-enewsletter-ed-7-2019
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欧州 5-E18 ECOSト
レーニング
ウェビナー：
良い、悪い、
環境に
優しい

9月5日 ECOSは、環境保護と標準化に関するウェビナー"The good, the bad 

and the greener"を開催予定（10月2日）
 ウェビナー概要：

• 以下内容について、約1時間のセッションを実施
• 標準概要
• 標準策定の具体的な手順と課題
• 標準化システムの効果
• 環境NGOの巻き込みが重要である理由

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-training-

webinar-

the-good-

the-bad-

and-the-

greener/

5-E19 メンバーと
専門家
のみ！
標準化と環
境に関する
ECOS
トレーニング

9月6日 ECOSは、環境保護と標準化に関するメンバー及び専門家限定セッション
"The good, the bad and the greener"を開催予定
（10月22日@ブリュッセル、ベルギー）

 セッション概要：
• 以下内容について、7時間のセッションを実施

• 標準化プロセスをマスターする方法に関する実践的なヒント
• ドラフト標準に関するフィードバックの練習
• 利害関係者の見解：標準化システムで環境NGOが重要な理由
• 経験豊富なECOS専門家からの洞察

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/mem

bers-only-

ecos-

training-

the-good-

the-bad-

and-the-

greener/

ドイツ 5-E20 Händlerbun

dは、返品
破棄に関す
るワーク
ショップに
参加

9月10日 Händlerbundは、連邦経済エネルギー省（BMWi）の返品破棄に関する
ワークショップ"Alles retour !?"に参加（9月3日）

 背景：
• 連邦環境省（BMU）は、EU廃棄物枠組み指令に基づき返品の廃棄に
関する法案を発表しており、産業界との協議が必要

 ワークショップ概要：
• 返品廃棄や過剰生産の問題について、政治及び企業関係者と議論

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/311

5-

haendlerb

und-

dialog-

retourenve

rnichtung
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https://ecostandard.org/news_events/ecos-training-webinar-the-good-the-bad-and-the-greener/
https://ecostandard.org/news_events/members-only-ecos-training-the-good-the-bad-and-the-greener/
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3115-haendlerbund-dialog-retourenvernichtung
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5-E21 エネルギー
循環型経済
へのエネ
ルギー供給
データ
センター

9月16日 SFSは、Future Data Summitに参加予定
（9月18日@エスポー、フィンランド）

 イベント概要：
• AI、データセンター及び規格策定によるエネルギー効率の向上
について議論予定

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/ene

rgiasyopot

datakesk

ukset osa

ksi energi

an_kiertot

aloutta.52

17.news

欧州/

米国
5-E22 ASTMは

CENと技術
的協力協定
を締結

9月26日 ASTMとCENは協定締結により、双方の共通注力分野における知見を
共有する方針であり、その第一歩として、資源循環に係る規格開発に
おいて、双方の技術委員会が協力することを発表

 背景：
• CENは欧州に留まらず、国際的な標準化活動を推進することに
あたって、これまでは米国ANSIと協定を締結

• 技術レベルの標準化への活動範囲を広めるべく、ASTMとの協力を
検討

 協定締結者：
• 米American Society for Testing and Materials International 

(ASTM)

• 欧州標準化委員会（CEN）
 ASTM・CENの技術委員会が協力対象とする分野：

• CEN/TC 411 'Bio-based products'、 CEN/TC 366 ‘Materials 

obtained from End-of-Life Tyres (ELT)’における標準化活動
• ASTM D20委員会 "Plastics"、D36委員会"Recovered Carbon 

Black"、D11委員会"Rubber and Rubber-like materials"における
標準化活動

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/cen-and-

astm-

internation

al-have-

signed-

technical-

cooperatio

n-

agreement
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(11/11)

資源循環分野関連記事詳細（11/20）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/energiasyopot_datakeskukset_osaksi_energian_kiertotaloutta.5217.news
https://www.astm.org/newsroom/cen-and-astm-international-have-signed-technical-cooperation-agreement
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循環

米国 5-U1 トランプは
農家からの
怒りを緩和
するためバ
イオ燃料の
増加を命令

9月13日 トランプ大統領は、製油所に義務付けるバイオ燃料の混合比率を
引き上げ、小規模製油所に対する義務の免除分を補填する計画に合意

 背景：
• 政府が8月にバイオ燃料混合要件から31の精製所を免除する決定を
したことに対してバイオ燃料の原料であるトウモロコシの生産農家が
反発

 合意事項：
• 2021年から開始される免除分を補うために大規模製油所のバイオ
燃料混合比率を高めることに合意

boston.com https://ww

w.boston.c

om/cars/ca

r-

news/2019

/09/13/tru

mp-orders-

biofuel-

boost-in-

bid-to-

temper-

farm-state-

anger

5-U2 カリフォルニ
ア州は市販
のPETボト
ルに世界最
高のリサイ
クルコンテン
ツを要求
する法令を
発行

9月17日 カリフォルニア州は、2030年までに州内で販売されている飲料のPET
ボトルに対し、50%のリサイクル可能なプラスチックの混合を義務化する
法令を発行

 法令の概要：
• PETボトルにおけるリサイクル可能なプラスチックの基準混合率は、

2021年に10%、2025年に25%、2030年に50%と段階的に上昇
• なお、50％の基準混合率は、2030年までに30％の混合率を目指す

EUの水準よりも高い

Plastic News https://ww

w.plasticsn

ews com/n

ews/califor

nia-

adopts-

worlds-

toughest-

recycled-

content-

plastic-

bottle-law
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(1/3)

資源循環分野関連記事詳細（12/20）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.boston.com/cars/car-news/2019/09/13/trump-orders-biofuel-boost-in-bid-to-temper-farm-state-anger
https://www.plasticsnews.com/news/california-adopts-worlds-toughest-recycled-content-plastic-bottle-law
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(2/3)

資源循環分野関連記事詳細（13/20）

資源循環テーマ別情報詳細
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資源
循環

米国/

欧州
5-U3 ASTMは

CENと技術
的協力協定
を締結

9月26日 ASTMとCENは協定締結により、双方の共通注力分野における知見を
共有する方針であり、その第一歩として、資源循環に係る規格開発に
おいて、双方の技術委員会が協力することを発表

 背景：
• CENは欧州に留まらず、国際的な標準化活動を推進することに
あたって、これまでは米国ANSIと協定を締結

• 技術レベルの標準化への活動範囲を広めるべく、ASTMとの協力を
検討

 協定締結者：
• 米American Society for Testing and Materials International 

(ASTM)

• 欧州標準化委員会（CEN）
 ASTM・CENの技術委員会が協力対象とする分野：

• CEN/TC 411 'Bio-based products'、 CEN/TC 366 ‘Materials 

obtained from End-of-Life Tyres (ELT)’における標準化活動
• ASTM D20委員会 "Plastics"、D36委員会"Recovered Carbon 

Black"、D11委員会"Rubber and Rubber-like materials"における
標準化活動

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/cen-and-

astm-

internation

al-have-

signed-

technical-

cooperatio

n-

agreement

再掲

https://www.astm.org/newsroom/cen-and-astm-international-have-signed-technical-cooperation-agreement
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米国 5-U4 ANSIはイン
ドCII, BISと
共同で「ス
マートシティ
カンファレン
ス：5Gの通
信技術、適
用、規格」を
開催

9月16日 米国規格協会（ANSI）は、インド工業連盟（CII）及びインド規格局（BIS）と
共同でセミナーを開催。スマートシティ実現のキーとなる5G技術への理解
促進と共に、官民での5G標準化に係る知見を共有

 背景：
• 米国・インドは「スマーシティ／持続可能な街づくり」、「水・衛生」、
「クリーンエネルギー」の分野における標準化・規制策定に向けて、
2国間の協力プロジェクト「US-India Standard and Conformance 

Cooperation Program : US - India SCCP」を設置
 セミナーにおける講演・討議内容：

• 民間企業による5G活用のベストプラクティス・規格化余地の共有
• 各国の官民間でのスマートシティ・5Gに係る討議、および5G関連
規格を活用することによるスマートシティへのメリットの共有

 セミナーにおける成果：
• 5Gに係る長期的な協力体制構築に向け、Telecommunication 

Industry Association (TIA)およびTelecommunication Standards 

Development Society India (TSDSI)がMoUを締結

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

8e09deb1-

108c-4f76-

af08-

c4cc4eb26

6ea
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向(3/3)

資源循環分野関連記事詳細（14/20）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=8e09deb1-108c-4f76-af08-c4cc4eb266ea
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中国 5-C1 有害廃棄物
の特定に関
する一般原
則など、
確立すべき
5つの強制
的な国家
標準プロ
ジェクトに
関する公開
協議に関す
る通知

9月12日 国家標準委員会は、有害廃棄物の識別に関する一般原則等、
5つの強制国家規格に関する意見を募集中 （9月27日締切）

 意見募集中の規格：
• 铸造工业大气污染物排放标准
• 农药工业大气污染物排放标准
• 危险废物鉴别标准通则
• 农药工业水污染物排放标准
• 危险废物贮存污染控制标准

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/bzjss/zqy

j/201909/t

20190912

306757 h

tml

5-C2 国家規格
「町村の下
水処理施設
の運用効果
評価のため
の技術要
件」のドラフ
トに対する
意見募集

9月26日 Sande Ecological Technology Co.、Ltd.が共同で策定した国家規格
「町村の下水処理施設の運用効果評価のための技術要件」（計画番号：
20173638-T-303）のドラフトに対する意見を募集（11月12日まで）

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/bzyj

zq/gbyjzq/

201909/t2

0190926

45141.htm

l
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(1/4)

資源循環分野関連記事詳細（15/20）

資源循環テーマ別情報詳細

http://www.samr.gov.cn/bzjss/zqyj/201909/t20190912_306757.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/bzyjzq/gbyjzq/201909/t20190926_45141.html
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中国 5-C3 「グリーン
デザイン製
品評価技術
仕様商業用
冷凍庫」の
団体標準の
レビューが
完了

9月26日 CNIS、国家産業グリーン製品推進アライアンス、中国産業研究協力協会
による団体標準「グリーンデザイン製品評価技術仕様商業用冷凍庫」及
び「中古電気製品の品質評価技術仕様」のレビューが完了
 レビュー会議では、ドラフト作成グループが規格の背景や主要な内容を説明し、
参加者が標準の内容について議論と検証し、修正案を提案

 規格の目的・位置づけ：
• 産業情報技術省が、石油化学製品、鉄鋼、非鉄金属、建築材料、機
械、軽工業、繊維、電子機器、通信分野における89種類のグリーンデ
ザイン製品のリストを公表しており、「グリーンデザイン製品評価技術
仕様商業用冷凍庫」は、冷蔵庫製品に関して技術的サポートを提供

• 「使用済み家庭用電気製品の品質評価のための技術仕様」は、国務
院による「循環の発展及び循環に関する消費促進のための意見」の
実現のための技術的サポートを提供

 参加者：
• 業界団体の代表者、企業からの専門家、ドラフト作成グループ

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190926

45140.ht

ml

5-C4 バーミンガ
ム大学が中
国の原子力
規制当局と
廃棄物管理
ワークショッ
プを開催

9月26日 中国原子力・放射線安全センター（NSC）と生態環境省の上級代表は、
中国と英国での原子力廃止措置と廃棄物管理に関する共同ワーク
ショップのためバーミンガム大学を訪問

 ワークショップ実施概要：
• NSCと生態環境省と大学との協定に基づき、原子力政策、安全性と
規制、および環境への影響と核放射線の評価に関する共同トレーニ
ングと研究を実施

University of 

Birmingham

https://ww

w.birmingh

am.ac.uk/n

ews/latest/

2019/09/w

orkshop-

with-

chinese-

nuclear-

regulators.

aspx
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(2/4)

資源循環分野関連記事詳細（16/20）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201909/t20190926_45140.html
https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2019/09/workshop-with-chinese-nuclear-regulators.aspx
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中国 5-C5 CESIは、
Dingjie 

Softwareと
戦略的協力
協定を締結

9月26日 CESIは、Dingjie Softwareとスマートマニュファクチャリングに関する
戦略的協力協定を締結

 協力内容：
• スマートマニュファクチャリングの標準化、主要プロジェクトの推進、
認証および評価サービス、グリーンマニュファクチャリングに関する
協力および交流

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5619

.html

5-C6 「有色金属
を含む固形
廃棄物の
リサイクル
の仕様」に
関する国家
規格セミ
ナーが開催

9月29日 国家規格「有色金属を含む固形廃棄物のリサイクルの仕様」策定のため
のセミナーを開催（9月27日＠北京）

 セミナー概要：
• ドラフト作成グループが、国家規格案の内容と準備作業について紹介
• 参加者が、規格の内容について議論し、適用範囲と主要な内容に
ついてコンセンサスを形成

 規格概要：
• 金属製錬、電子部品製造、金属表面処理、石油精製、および夕食
金属、すす、スラッジ、非鉄金属廃液の残留物を含む有害産業廃棄物
のリサイクルプロセスにおける環境リスクの防止と管理への対応

 参加者：
• CNIS、生態環境部固形廃棄物化学物質管理技術センター、
中国マテリアルリサイクル協会、上海第二工科大学、浙江申联環境
保護グループ等16機関の専門家

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190929

45152.ht

ml
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(3/4)

資源循環分野関連記事詳細（17/20）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201909/5619.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201909/t20190929_45152.html
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中国 5-C7 電気電子
産業向け
グリーンマ
ニュファク
チャリング
標準化
フォーラム
の開催に
関する
お知らせ

9月26日 CESIが電気電子産業向けグリーンマニュファクチャリング標準化
フォーラムを開催（10月16日＠四川省成都）

 開催目的：
• 関連制度を理解し中国の電気電子製品における有害物質を制限する
ことによるグリーンマニュファクチャリングシステムの構築

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5617

.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(4/4)

資源循環分野関連記事詳細（18/20）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201909/5617.html
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シンガ
ポール

5-A1

 

シンガポー
ルとフィリピ
ンは8つの
MoUを締結

9月10日 シンガポールの個人情報保護委員会とフィリピン国家プライバシー委員会
は水源、農産物貿易、Agri-Tech、人材育成、スマートシティ、データ保護、
スマートシティ、モビリティ、再生エネルギー等の分野でデータを共有・
活用するMoUを締結

 MoU締結機関：
• Personal Data Protection Commission
（個人情報保護委員会（シンガポール））

• National Privacy Commission
（国家プライバシー委員会（フィリピン））

 MoUの締結内容：
• シンガポールとフィリピン間でクロスボーダーデータ共有及び共有
仕組みを試行する共同サンドボックス構築を行うことに合意

• さらに、フィリピンの開発銀行と協業し、フィリピン国内における
スマートシティ、モビリティ、再生エネルギー等多様な取り組みの
加速化を図ることに合意

Enterprise 

Singapore 
（シンガポール
企業庁）

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/new

s/2019/sep

tember/sin

gapore-

philippine-

agencies-

exchange-

eight-

mous

5-A2 ゼロゴミの
排出に向け
てリソース
サステナビ
リティ法案を
可決

9月27日 シンガポールでは、資源循環を促すResources Sustainability Billが
可決され、国内の大規模事業者に対し、リユーズ・リサイクルのプロセス
の確立を義務化

 Resources Sustainability Billの発効目的：
• 大規模事業者（メーカー、包装企業、貿易会社等）が外部不経済を配
慮・管理する経済活動を行うこと

• 大規模事業者による製品の長寿命化、リサイクル性の向上、
環境性能向上等に係るイノベーションを促すこと

Allen and 

Gledhill

https://ww

w.allenand

gledhill.co

m/sg/publi

cation/artic

les/13337/

resource-

sustainabil

ity-bill-

passed-in-

furtheranc

e-of-zero-

waste-goal
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(1/2)

資源循環分野関連記事詳細（19/20）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/news/2019/september/singapore-philippine-agencies-exchange-eight-mous
https://www.allenandgledhill.com/sg/publication/articles/13337/resource-sustainability-bill-passed-in-furtherance-of-zero-waste-goal
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資源
循環

タイ 5-A3 再生食品
包装に係る
技術・規制
の進捗共有
に関する
セミナー

9月26日 東南アジアの国際生命科学研究所（ILSI SEA)はタイFDAと再生食品
包装に係る技術・規制の進捗共有に関するセミナーを共同で開催

 イベント開催に係る機関：
• イベント開催者： 国際生命科学研究所のタイ委員会、タイFDA

• 協力機関：タイFoSTAT、タイDSS

• 登壇機関：タイFDA、米国FDA、タイ包装協会、コカ・コーラ、
カセサート大学

 セミナーにおける討議事項：
• タイにおける食品包装関連の素材に係る規制の最新動向
• 米国における再生PETの安全性向上に向けた取り組みの紹介
• 民間企業による再生PET活用の事例紹介 など

ILSI SEA https://ilsis

ea-

region.org/

event/food

packaging

thai/

マレー
シア

5-A4 廃棄プラス
チック問題
の解決の
ためマレー
シアは英国
と協力

9月12日 マレーシア政府は国内でのMalaysia Plastics Pact実現に向けた国民
の廃棄プラスチックに対する問題意識向上のため、英国団体と共同で
イベントを開催

 背景：
• マレーシアのMESTECC（環境省に相当）はMalaysia's Roadmap 

Towards Zero Single-Use Plasticsの実現に向けて、官民での
Malaysia Plastics Pactの可決を企図

 イベントでの実施事項：
• 機運醸成を目的とした取り組みの一環として、Blue Planet IIの
上映イベントを開催

 今後に向けた英国との協業内容：
• 英国の団体WRAP Globalは、英国での成功事例（UK Plastic Pact）
を活用し、MESTECCに知見を提供予定

British High 

Commission 

Kuala Lumpur

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/uk-

and-

malaysia-

join-

hands-in-

tackling-

plastic-

pollution
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(2/2)

資源循環分野関連記事詳細（20/20）

資源循環テーマ別情報詳細

https://ilsisea-region.org/event/foodpackaging_thai/
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-malaysia-join-hands-in-tackling-plastic-pollution
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ドイツ 6-E1 ミニ太陽光
発電システ
ム：自分の
バルコニー
で発電
-全ての人に
とって持続
可能

9月5日 VDE及びDKEは、ミニ太陽光発電システムの普及に向けた
関連システム・ネットワークに関する規格策定の取組みを掲載

 取組み概要：
• VDE及びDKEは家庭用バルコニーに設置可能なミニ太陽光発電
システムの設置及び運用に関する規格策定に注力（～2016年）

• 全ての市民がクリーンエネルギーへの移行に貢献することを目指す
 関連規格：

• 製品安全規格
• DIN VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1)

• DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1)

• DIN EN 62109-1 (VDE 0126-14-1)

• 電磁適合性
• DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1)

• DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2)

• DIN EN 61000-6-3-100 (VDE 0839-6-3-100)

• DIN EN 61000-6-4-100 (VDE 0839-6-4-100)

• DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2)

• DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3)

• ネットワーク結合
• VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N 4105)

• E DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100)

• DIN EN 50438 (VDE 0435-901)

• システム
• DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1)

• DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712)

• プラグ
• DIN VDE V 0628-1 (VDE V 0628-1)

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/themen/

energy/mi

ni-pv-

anlage-

solar-

strom-

balkon-

nachhaltig-

erzeugen
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/9)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（1/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/themen/energy/mini-pv-anlage-solar-strom-balkon-nachhaltig-erzeugen
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欧州 6-E2

 

欧州自動車
工業会、
自動車産業
強化へEU
への提言を
公開

9月6日 欧州自動車工業会（ACEA）は、EUの政策策定者に向け今後5年間の
欧州自動車産業の立場、政策ニーズ及び将来展望を示すマニフェストを
公表（9月5日）
 欧州議会と欧州委員会がそれぞれ7月と11月に任期満了を迎えることを踏まえ、
欧州自動車産業が将来に向けた問題意識を次期欧州議会・欧州委員会と共有
することを目的として発出

 マニフェスト内で今後以下の4つの課題に取り組むべきと提言：
1. モビリティー（移動）に関する環境・安全対策
2. 道路輸送のイノベーション推進
3. 消費者への手ごろで多様な選択肢（価格面・環境性能・利用形態
など）提供

4. 国際競争力強化

JETRO https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/09/df

932f3792d

c4e08 html

6-E3 より多くの材
料効率規格
が進行中

9月9日 材料効率に関する欧州委員会マンデート543の下で開発された
FprEN45553及びFprEN45555に対する正式な投票を完了

 規格における規定内容及び投票結果：
• FprEN45553：

• エネルギー関連製品の再生産能力を評価する一般的な方法を規
定

• 結果：否決されたため、専門家は規格の改善に向けて
取り組む予定

• FprEN45555：
• エネルギー関連製品のリサイクル可能性を評価する一般的な方法
を規定

• 結果：可決されたため、公表に進む予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/more

-material-

efficiency-

standards-

are-on-

the-way/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/9)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（2/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/df932f3792dc4e08.html
https://ecostandard.org/news_events/more-material-efficiency-standards-are-on-the-way/
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欧州 6-E4 ECOSは、
エコデザイ
ンとエネル
ギーラベリ
ングに
関する最新
の標準化
要求案の
開発に参加

9月10日 ECOSは、欧州委員会（EC）のエコデザインとエネルギーラベリングに
関する標準化要求（SR）ドラフトに関し、規格の発行遅延の懸念を表明

 背景：
• 欧州委員会（EC）は標準化要求（SR）のドラフトに関し、欧州標準化
機構（ESO）と連携し、2つのカテゴリにおける整合規格を開発
• サーバー、データストレージ製品
• 食洗機、洗濯機、洗濯乾燥機

 ECOS意見概要：
• ECの新しいSRテンプレートに関し、懸念を表明

• 新しいテンプレートにおいては、期限の変更等、ESOが柔軟性を
持つ仕組みとなっており、規格の発行遅延に繋がる可能性を指摘

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-

participate

s-in-the-

developme

nt-of-the-

latest-

draft-

standardis

ation-

requests-

for-

ecodesign-

and-

energy-

labelling/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/9)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（3/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://ecostandard.org/news_events/ecos-participates-in-the-development-of-the-latest-draft-standardisation-requests-for-ecodesign-and-energy-labelling/
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ドイツ 6-E5 オフショア
ユニットの
エネルギー
効率規格

9月16日 IEC/TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and 

fixed offshore unitsが、「IEC 61892:2019 SER Series Mobile and 

fixed offshore units - Electrical installations」を発行したことを紹介
 規格概要：

• オフショア石油産業向けの技術仕様を規定
• 自動化の進展や代替エネルギー源の使用増加等、オフショアプ
ラットフォームの技術進歩に合わせて数回の改訂を実施

• 本改訂版では、オフショアプラットフォームの環境への影響を制限
• AC又はDCの電圧制限を解除し、プラットフォームを海岸から遠ざ
ける、又は海底ケーブルでの相互接続が可能

• IEC 61892-1に複数のエネルギー効率要件を組み込み
 関連機関及びドイツ国内委員会：

• IEC TC 31 Equipment for explosive atmospheres（国内ミラー委員
会：DKE / K 241）

• IECTC 99 Insulation co-ordination and system engineering of 

high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 

1,5 kV DC（国内ミラー委員会：DKE / K 222）
• IEC TC 64 Electrical installations and protection against electric 

shock（国内ミラー委員会：DKE / K 221）

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/energie

effizienz-

normen-

fuer-

offshore-

einheiten
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/9)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（4/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/energieeffizienz-normen-fuer-offshore-einheiten
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ドイツ 6-E6 オフショア
ユニットの
エネルギー
効率基準

9月16日 IEC/TC 18（船用電気設備専門委員会）は、IEC 61892(Mobile and 

fixed offshore units - Electrical installations - ALL PARTS)を
根本的に改訂
 改訂にあたり環境保護の側面も考慮し、エネルギー効率要件を満たすために
他委員会と緊密に協力

 連携先：
• IEC / TC 31：防爆機器
• IEC / TC 18 ：船用電気設備
• IEC / TC 999：交流１kV 超過・直流 1.5kV 超過の電力設備の
システムエンジニアリング及び施工

• IEC / TC 64：電気設備及び感電保護
• IEC / TC 88：風力タービン

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/energie

effizienz-

normen-

fuer-

offshore-

einheiten

フィン
ランド

6-E7 エネルギー
循環型経済
へのエネル
ギー供給
データ
センター

9月16日 データセンターは、生産する廃熱を利用することでコストと二酸化炭素
排出量を大幅に削減可能であり、そのエネルギー効率については標準を
使用して達成可能であるとSFSが発表

 背景：
• 社会のデジタル化とモバイルデバイス使用の増加に伴いデータ量
が爆発的に増加したため、データセンターは多くのエネルギーを
消費すると同時に、回収すべき大量の熱を発生

• 標準の使用により、発生する熱エネルギー活用を確実に実証可能
 標準化活動状況：

• データセンターにて使用されるエネルギーのリサイクル方法の
尺度である「エネルギー再利用係数（ERF）」の規格に加え、SFSは環
境の観点から情報技術の開発、運用、管理をサポートする
規格を開発中

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/ene

rgiasyopot

datakesk

ukset osa

ksi energi

an kiertot

aloutta.52

17.news
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/9)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（5/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.dke.de/de/news/2019/energieeffizienz-normen-fuer-offshore-einheiten
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/energiasyopot_datakeskukset_osaksi_energian_kiertotaloutta.5217.news
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欧州 6-E8 エコデザイ
ン製品の
修理可能性
に関する
更新規格案
の正式投票
が進行中

9月16日 エコデザイン製品の修復性、再利用性、アップグレード性（RRU）の評価
に関する規格prEN45554について、現在CEN及びCENELECが投票
受付中（10月25日締切）
 ECOSは各国の国家標準化機関に対し、本規格への賛成票投票を要請

 規格概要：
• 名称：prEN 45554 - General methods for the assessment of the 

ability to repair, reuse and upgrade energy related products.

• 欧州委員会の標準化マンデートM / 543に基づき、エコデザイン
製品の材料効率に関連する一連の水平規格の一部として策定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/form

al-vote-

underway-

for-

updated-

draft-

standard-

on-

reparability

-of-

ecodesign-

products/

6-E9 化石燃料を
グリーン投
資から遠ざ
けよう！

9月12日 ECOSは、欧州委員会（EC）のTaxonomy Technical Reportに関する
ポジションペーパーを発行

 背景：
• ECの技術専門家グループ（TEG）はTaxonomy Technical Reportの
最初のドラフトを公開（2018年6月）

 ポジションペーパー概要：
• Taxonomy Technical Reportにおいて、化石燃料の存在及び基本的
な持続可能性要件の欠如について深刻な懸念を表明

• 化石燃料で生成された水素、電気、熱をEU分類から除外することを
要求

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/lets-

keep-

fossil-

fuels-out-

of-green-

investment

s/
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https://ecostandard.org/news_events/formal-vote-underway-for-updated-draft-standard-on-reparability-of-ecodesign-products/
https://ecostandard.org/news_events/lets-keep-fossil-fuels-out-of-green-investments/
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ドイツ 6-E10 連邦政府が
ブロック
チェーン
戦略を可決

9月18日 連邦経済エネルギー省（BMWi）と連邦財務省（BMF）が他省庁と協力し
開発したブロックチェーン戦略を、連邦内閣が可決
 独連邦経済大臣は、ブロックチェーン戦略によりパイロットプロジェクトでブロック
チェーンテクノロジーの機会を活用すると同時に、エネルギー移行において
デジタル化を促進可能であると発言

 独政府はデジタル変革を推進するために金融セクターにおけるブロックチェーン
の活用を含む5つのアクションを提示

連邦経済エネ
ルギー省
(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190918-

bundesreg

ierung-

verabschie

det-

blockchain

-

strategie.ht

ml

6-E11 ブロック
チェーン：
本分野を
別の人に任
せることは
不可能

9月19日 VDE | DKEは国際的に見てエネルギー部門のブロックチェーン分野の
標準化における先駆者であると説明
 業界、科学、及び業界団体の専門家と協力し、VDEはタスクフォース「エネルギー
ブロックチェーン(Energy Blockchain)」と「赤い糸を通したテーマブロックチェーン
(Roten Faden durch das Thema Blockchain)」を発表

 VDE | DKEシステム委員会「スマートエネルギー」を設立：
• 委員会の専門家は、連邦経済技術省（BMWi）、連邦安全保障局
（BSI）、EU委員会及びその他関連する国内外の利害関係者と緊密に
連携し、エネルギー部門に必要な基準を策定

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.（
VDE）

https://ww

w.vde com

/de/presse/

pressemitt

eilungen/bl

ockchain-

technologi

e-

strategisch

-foerdern

6-E12 空中風力エ
ネルギー：
風力タービ
ンのリソー
スを節約す
ることで効
率を向上

9月25日 VDE | DKEは、空中風力エネルギーシステムに関する標準、アイデア、
実装間のインターフェースに関し中心的な役割を果たしていると発表
 VDE | DKE Energyは空中風力エネルギーシステムを環境に優しいエネルギー
供給に統合可能とする規範と標準を開発

 開発背景：
• 再生可能エネルギー法（EEG）により、化石燃料の供給を長期的に
制限

• 空中風力発電は、高度の風を最大限に活用し発電。
従来の風力タービンと比較し大幅に少ない材料で設計可能

 VDE|DKEは、電力供給のインテリジェント電力グリッド変換研究及び政策を支援

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/themen/

energy/air

borne-

wind-

energy-

effizienz-

ressource

n-

flugwindkr

aftwerke
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190918-bundesregierung-verabschiedet-blockchain-strategie.html
https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/blockchain-technologie-strategisch-foerdern
https://www.dke.de/de/themen/energy/airborne-wind-energy-effizienz-ressourcen-flugwindkraftwerke
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欧州 6-E13 エコデザイ
ンの照明は
最大1330
ユーロの節
約に役立つ

9月 ANEC及びBEUCは、エコデザイン照明に関する規制は、ポジティブな
経済的影響があるという調査結果を発表

 背景：
• エコデザイン指令による非効率な電球の段階的廃止より、10年が
経過（2019年9月1日）

• ANEC及びBEUCはÖkoInstitutに対し、エコデザイン照明規制の経済
的影響の調査を依頼

 調査結果概要：
• 規制により、欧州1世帯当たり、10年間で平均最大1,330ユーロの
節約効果が創出されていることが判明

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers

6-E14 ECOSト
レーニング
ウェビナー：
良い、悪い、
環境に
優しい

9月5日 ECOSは、環境保護と標準化に関するウェビナー"The good, the bad 

and the greener"を開催予定（10月2日）
 ウェビナー概要：

• 以下内容について、約1時間のセッションを実施
• 標準概要
• 標準策定の具体的な手順と課題
• 標準化システムの効果
• 環境NGOの巻き込みが重要である理由

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-training-

webinar-

the-good-

the-bad-

and-the-

greener/

6-E15 メンバーと
専門家
のみ！
標準化と環
境に関する
ECOS
トレーニング

9月6日 ECOSは、環境保護と標準化に関するメンバー及び専門家限定セッション

"The good, the bad and the greener"を開催予定
（10月22日@ブリュッセル、ベルギー）

 セッション概要：
• 以下内容について、7時間のセッションを実施

• 標準化プロセスをマスターする方法に関する実践的なヒント
• ドラフト標準に関するフィードバックの練習
• 利害関係者の見解：標準化システムで環境NGOが重要な理由
• 経験豊富なECOS専門家からの洞察

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/mem

bers-only-

ecos-

training-

the-good-

the-bad-

and-the-

greener/
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フィン
ランド

6-E16 エネルギー
循環型経済
へのエネ
ルギー供給
データ
センター

9月16日 SFSは、Future Data Summitに参加予定
（9月18日@エスポー、フィンランド）

 イベント概要：
• AI、データセンター及び規格策定によるエネルギー効率の向上
について議論予定

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/ene

rgiasyopot

datakesk

ukset osa

ksi energi

an kiertot

aloutta.52

17.news
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米国 6-U1 超党派法案
は、米国で
の分散型太
陽光発電許
可を簡素化
する見込み

9月10日 連邦議会は、新たな超党派の法律であるエネルギー機会法
（American Energy Opportunity Act）を導入

 目的：
• 分散型再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵および電気自動車
（EV）充電システムの地方許可を複雑化している役所手続きとコスト
の削減

 目標：
• 住宅、産業、商業用の分散型太陽光発電および風力システム、2kWh
以上の貯蔵容量を持つバッテリーおよびEV充電システムの建築許可
プロセスの促進、標準化、効率化

 期間・予算：
• 5年間・年間2,000万米ドル

 管理方法
• 地方、州、連邦当局、業界団体、企業、建築基準法組織等で構成され
た「分散型エネルギー機会委員会」を設立し、法律に関連する活動を
管理

PV-Tech https://ww

w.pv-

tech org/n

ews/biparti

san-bill-

introduced

-to-

overhaul-

distributed

-solar-

permitting

6-U2 エネルギー
貯蔵システ
ム標準
NFPA 855
を発表

9月14日 米国防火協会（NFPA）は、新規格「NFPA 855：定置型エネルギー貯蔵
システムの設置基準」を発表

 目的：
• エネルギー貯蔵システムの設置における防火

 規格名：
• NFPA 855 Standard for the Installation of Stationary Energy 

Storage Systems

 規格の策定プロセス：
• 2016年に策定開始。600以上のインプットと800のコメントを基に検討

 規格概要：
• 貯蔵システムで使用される技術、技術設定、装置のサイズと距離、
および装置の消火および制御システムに関する要件を規定

Energy 

Storage News

https://ww

w.energy-

storage.ne

ws/news/u

s-national-

fire-

protection-

associatio

ns-energy-

storage-

standards-

published
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米国 6-U3 ULは電池・
充電システ
ムの安全性
向上に向け
て、新たな
試験場を
設置

9月21日 Underwriter Laboratories（UL）はEV用電池・充電システムの大規模
試験場を中国に設置し、EVメーカー及び電池メーカーへの電池の試験・
アドバイサリーサービスを提供

 背景：
• EV市場の成長に伴い、第三者によるEV用電池・充電システム試験へ
の需要が増加

 提供するサービス概要：
• 試験に伴うEV用電池の安全性、性能、機能性向上のための支援
（EV用電池、充電システム、グリッドへの接続器、電池モニタリング
システムを試験対象とする）

• エネルギー、安全性、サイバーセキュリティに係るノウハウの提供

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

establishe

s-new-

electric-

vehicle-

battery-

laboratory-

advance-

battery-

charging-

systems-

safety

6-U4

再

ANSIはイン
ドCII, BISと
共同で「ス
マートシティ
カンファレン
ス：5Gの
通信技術、
適用、規格」
を開催

9月16日 米国規格協会（ANSI）は、インド工業連盟（CII）及びインド規格局（BIS）と
共同でセミナーを開催。スマートシティ実現のキーとなる5G技術への理解
促進と共に、官民での5G標準化に係る知見を共有

 背景：
• 米国・インドは「スマーシティ／持続可能な街づくり」、「水・衛生」、
「クリーンエネルギー」の分野における標準化・規制策定に向けて、
2国間の協力プロジェクト「US-India Standard and Conformance 

Cooperation Program : US - India SCCP」を設置
 セミナーにおける講演・討議内容：

• 民間企業による5G活用のベストプラクティス・規格化余地の共有
• 各国の官民間でのスマートシティ・5Gに係る討議、および5G関連
規格を活用することによるスマートシティへのメリットの共有

 セミナーにおける成果：
• 5Gに係る長期的な協力体制構築に向け、Telecommunication 

Industry Association (TIA)およびTelecommunication Standards 

Development Society India (TSDSI)がMoUを締結

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

8e09deb1-

108c-4f76-

af08-

c4cc4eb26

6ea
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米国 6-U5 米国エネル
ギー関連の
規制の発行
組織は、
再生可能エ
ネルギーの
調達基準を
緩和

9月23日 米国連邦動力委員会（Federal Energy Regulatory Commission : 

FERC）は電力会社に対して、小規模太陽光発電者からの最大調達
義務量を緩和する目的で、PURPA（Public Utility Regulatory 

Policies Act）を改訂
 PURPAの概要：

• 小規模の太陽光発電者への電力の調達を電力会社に義務化する
ため1978年に発行

 PURPAの改訂内容：
• 対象とする小規模発電者（通称 Qualified Producers : QF）からの
最大調達量を20MWから1MWに下げる

PV-Tech https://ww

w.pv-

tech org/n

ews/us-

energy-

regulator-

moves-to-

limit-

mandatory

-

renewable

-

purchases
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中国 6-C1 「温室効果
ガス管理シ
ステム要
件」などの
7つのグ
ループ標準
レビュー
会議が北京
で開催

9月3日 中国省エネルギー協会標準化専門委員会が7つの業界規格についての
レビュー会議を開催(@北京)
 会議では7つの業界規格がレビューを通過したことを確認した上で、
今後それぞれについて修正案を提出することで合意

 討議された標準：
• 「化学産業の低炭素企業評価指標システムと要件」
• 「石油化学産業の低炭素企業評価指標システムと要件」
• 「石油化学および化学産業のメタン（CH4）排出会計法」
• 「化学産業の亜酸化窒素（N2O）排出計算法」
• 「石油化学産業企業の温室効果ガス排出管理システム要件」
• 「化学産業企業の温室効果ガス排出管理システム要件」
• 「温室効果ガス管理システム要件」

 7つの業界規格はNQI特別プロジェクト「炭素排出量取引と統合アプリケーション
の実証のための共通の効率的な技術と標準のサポート」における研究結果に
基づき、研究、検証、技術分析を実施し策定。将来的に、関連国内規格も開発
される可能性有

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190903

45082.ht

ml

6-C2 香港電気機
械サービス
部の代表団
がCNISを
訪問

9月10日 香港電気機械サービス部の代表団である朱玉明と他6名がCNISを訪問
 討議内容：

• エネルギー効率基準、試験方法、エネルギー効率ラベル等、製品の
技術的内容について討議

 参加者：
• 香港電気機械サービス部の代表団（朱玉明、他6名）
• 中国本土と香港のエネルギー効率ワーキンググループ「安全とエネル
ギー効率の協力協定」のメンバー

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190910

45101.ht

ml
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中国 6-C3 National 

Technical 

Standards 

Innovation 

Base
（Smart 

Grid）が
合格

9月16日 National Technical Standards Innovation Base （Smart Grid）は、
国家市場監督局（国家標準化管理委員会）が組織したレビューと承認に
合格（9月6日）

 Innovation Base（Smart Grid）概要：
• 2017年7月に国家標準化管理委員会によって承認され、中国電力
評議会によって組成

• スマートグリッドの国家標準と業界標準の開発を促進するための様々
な革新的なリソースを収集

• China Light and Power Energy Internet等の9つの業界標準化組織
の設立を開始し、200超の関連業界規格を策定

• スマートグリッド分野の国際標準化動向の把握に基づき、IECへ提案
した複数の標準が可決

国家標準化委
員会（SAC）

elecfans

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201909/t2

0190916

343774.ht

m

http://www.

elecfans c

om/dianyu

an/107137

8 html

6-C4 CNISは
台州市人民
政府と戦略
的協力協定
に署名

9月20日 中国標準化研究所（CNIS）と台州市人民政府は戦略的協力協定に署名
（9月19日）

 協力内容：
• 新都市化標準化のパイロット実装、産業標準システムの構築、企業
標準リーダーの育成、グリーン製造標準システムの構築、生態文明
標準システムの構築、及び標準国際革新的な都市建設、トレーニング
の開発等における協力

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190920

45130.ht

ml

6-C5 バーミンガ
ム大学が中
国の原子力
規制当局と
廃棄物管理
ワークショッ
プを開催

9月26日 中国原子力・放射線安全センター（NSC）と生態環境省の上級代表は、
中国と英国での原子力廃止措置と廃棄物管理に関する共同ワーク
ショップのためバーミンガム大学を訪問

 ワークショップ実施概要：
• NSCと生態環境省と大学との協定に基づき、原子力政策、安全性と
規制、および環境への影響と核放射線の評価に関する共同トレーニ
ングと研究を実施

University of 

Birmingham

https://ww

w.birmingh

am.ac.uk/n

ews/latest/

2019/09/w

orkshop-

with-

chinese-

nuclear-

regulators.

aspx
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中国 6-C6 モンゴルの
エネルギー
規制委員会
の代表団が
訪問

9月27日 エネルギー効率基準に関する協力覚書に基づき、モンゴルのエネルギー
規制委員会とCNISが意見交換を実施

 意見交換内容：
• CNIS資本資源部門担当者が、中国のエネルギー効率基準と
ラベリングシステム、および省エネサービス基準の実施内容を共有

• モンゴルのエネルギー規制委員会の代表が、モンゴルのエネルギー
効率政策と市場の状況を紹介

 意見交換の成果：
• 2018年に締結した協力覚書の枠組みの作業計画案の内容について、
引き続き両国間の専門家の交換を実施し、モンゴルに対して省エネ
標準化と実施に関する技術トレーニングを提供することに合意

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190927

45145.ht

ml
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中国 6-C7 NQI（国家
品質インフ
ラ）プロジェ
クト「中央ア
ジアにおけ
る中国の石
油およびガ
スパイプラ
イン標準の
変換と適用
セミナー」に
職員を派遣

9月29日 NQIプロジェクト「中国標準海外展開技術研究（フェーズII）」を推進する
ため、CNISが「中央アジアにおける中国石油およびガスパイプライン標準
の変換と適用セミナー」に参加（9月24~26日＠キルギス）

 参加目的：
• 標準相互承認と標準化研究分野における標準化専門家間の協力
促進を目的とした「中国標準化グローバル適用技術研究（フェーズII）」
プロジェクトの推進

• 職員派遣は、2019年7月にCNISとキルギス国家標準化計量局が署
名した覚書における「中国とキルギス間の専門家の交換の促進」活動
の一環

 セミナー概要：
• プロジェクトリーダーであるLi JingとZhongji Natural Gas Pipelineの
プロジェクトチームがプロジェクトの第2フェーズの最新の進捗状況に
ついて報告

• Zhongji Natural Gas Pipelineのプロジェクトチームがキルギスでの
GB 50251（ガス輸送パイプラインエンジニアリングの設計コード）認定
の困難なコースと成果について共有し、中央アジアにおける中国の
石油およびガスパイプライン標準の将来の概念と実施計画について
活発な議論を実施

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201909/t

20190929

45150.ht

ml
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中国 6-C8 第6回中印
戦略的経済
対話の省
エネ・環境
保護ワーキ
ンググルー
プに参加

9月26日 第6回中印戦略的経済対話の省エネ・環境保護ワーキンググループが
開催され、中国とインドの代表者が両国間の協力状況について報告
（9月7~8日＠ニューデリー）
 CNISは中国の省エネと環境保護の標準化機関の代表として会議に参加。会議
期間中、中国とインドの省エネ・環境保護機関や企業と交流し、中国の省エネと
環境保護の標準化作業の進捗と経験を共有

 会議概要：
• 固形廃棄物管理、飲料水の安全性、洪水管理、海水淡水化および
節水対策（灌漑用水の効率改善など）分野における両国間の協力の
進捗状況を報告
• 中国の代表は、大気、水、固形廃棄物の汚染、都市の水供給と排
水、長江経済ベルトの開発に関する政策と実施内容について報告

• インドの代表はクリーンインドイニシアティブ、建設廃棄物管理、
水資源、ガンジス規制について報告

• 会議に合わせてエネルギーと環境保護のための交流会も開催し、
両国の企業の代表者が、省エネ・環境保護製品、大気汚染、水質
汚染管理、固形廃棄物処理および廃棄技術について対話

 参加者:

• 国家開発改革委員会、中国標準化研究所、インド住宅都市問題省、
水資源・河川開発・ガンジス川再生局から50人以上

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201909/t

20190926

45139.ht

ml
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中国 6-C9

(

「新しい運動
エネルギー
の改革、
開放、開発
を包括的に
深めるため
に」-2019年
中国自動車
産業発展
（TEDA）
国際フォー
ラムを開催

9月2日 CATARCが自動車産業のトップイベントである「中国自動車産業発展
（TEDA）国際フォーラム」を開催（8月30日～9月1日@天津浜海新区）

 目的：
• 自動車産業の持続可能且つ高品質な発展の促進

 参加者：
• 国の省庁及び委員会のリーダー、国内外の企業、専門家、学者、
記者等、合計1,200人以上

 討議内容（抜粋）：
• 国家発展改革委員会の産業開発局が電気及びインテリジェント車両
開発の加速及び新エネルギー車の市場優位性の必要性を発表

• 国家市場監督局の認証監督部が品質認証と企業の技術開発との
関連性について発表

• 産業情報技術省の機器産業部が「新エネルギー車産業発展計画
（2021-2035）」のアイデアを開示

• 運輸省運輸サービス部が新エネルギー車の開発に関して問題を提起

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90902/293

79.html

6-C10

(

Li Weiは、
中国とEUの
自動車産業
対話に参加
するために
ヨーロッパを
訪問

9月24日 中国国家自動車産業センターの副部長であるLi Wei氏とその関係者は、
中国と欧州の自動車産業に関連する討議を実施（9月19-20日@欧州）

 討議内容：
• 両国は技術交流、国際標準及び規制の観点から中国とEU間の協力
事例を紹介

• 自動車の省エネ、新エネルギー車、インテリジェントなネットワーク化
された車両などの戦略的分野における標準と規制の交換、協力、
調整について引き続き連携強化することを確認

 協力事項
• 国連の枠組み下での自動車規制のインテリジェントなネットワークに
関する中国とEU間の協力

• 燃料消費量、二酸化炭素規制に関する協力
• 国連の枠組みの下での電気自動車規制に関する協力

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

90924/295

38.html
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中国 6-C11 全国情報技
術標準化技
術委員会は
2019年
第3回理事
会を開催

9月30日 全国情報技術標準化技術委員会は2019年第3回理事会を開催し、今後
の運営方法を議論

 主な決定事項：
• センサーネットワーク標準ワーキンググループ（WG 5）の解散及び
関連作業のIoT小委員会（SC 41）への編入

• ソフトウェア資産管理標準ワーキンググループ（WG 17）の解散及び
関連作業のシステムエンジニアリング小委員会（SC 7）への編入

• ワイヤレス充電技術標準ワーキンググループ（WG 23）の解散及び
関連作業の事務機器、周辺機器、消耗品の技術委員会（SC 28）へ
の編入

• 「産業用インターネットプラットフォームサービス機能成熟度モデル」や
「産業用APPオープンインターフェイス仕様」「コンテナ2.45GHz帯の
貨物ラベルの一般的な技術仕様」、「インテリジェントマニュファクチャ
リングRFIDシステムラベルデータ形式」など、27の産業標準計画
プロジェクトへの同意

• 37の国家基準の承認へ向けた関連当局への規格の提出

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5628

.html
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シンガ
ポール

6-A1

再

シンガポー
ルとフィリピ
ンは8つの
MoUを締結

9月10日 シンガポールの個人情報保護委員会とフィリピン国家プライバシー委員会
は水源、農産物貿易、Agri-Tech、人材育成、スマートシティ、データ保護、
スマートシティ、モビリティ、再生エネルギー等の分野でデータを共有・
活用するMoUを締結

 MoU締結機関：
• Personal Data Protection Commission
（個人情報保護委員会（シンガポール））

• National Privacy Commission
（国家プライバシー委員会（フィリピン））

 MoUの締結内容：
• シンガポールとフィリピン間でクロスボーダーデータ共有及び共有
仕組みを試行する共同サンドボックス構築を行うことに合意

• さらに、フィリピンの開発銀行と協業し、フィリピン国内における
スマートシティ、モビリティ、再生エネルギー等多様な取り組みの
加速化を図ることに合意

Enterprise 

Singapore 
（シンガポール
企業庁）

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/new

s/2019/sep

tember/sin

gapore-

philippine-

agencies-

exchange-

eight-

mous

インド
ネシア

6-A2 インドネシア
のESDM
（エネル
ギー・鉱業
資源省）は
産業用屋上
太陽光パネ
ルの設置に
係る規制を
発行予定

9月12日 インドネシアのESDM（エネルギー・鉱業資源省）は産業建築物（工場等）
の屋上に太陽光パネルの設置を促す規制を発行予定

 背景：
• 高騰する電力の需要に対応するため、政府は再生可能エネ
ルギー施策の一環として太陽光パネルの普及を視野

• さらに、PLN（国営電力会社）も太陽光パネル事業に参入
 太陽光パネルの普及による効果

• 国内34州のすべての住宅に太陽光パネルを設置する場合、
およそ194-655 GWのエネルギーが追加生産が可能（Institute for 

Essential Service試算）

Bisnis.com https://eko

nomi.bisni

s.com/read

/20190912

/44/11476

82/kement

erian-

esdm-

bakal-

buat-

aturan-

pemasang

an-plts-

atap-

untuk-

industri
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ASE

AN

6-A3 ASEAN諸
国は原子力
発電のイン
フラ整備を
めぐる協定
をIAEAと
締結

9月17日 ASEAN諸国は原子力発電に係る研究開発、技術共有、技術応用、
安全性管理等の分野において、国際原子力機関（IAEA）と協定を締結

 協定の締結者：
• ASEAN事務総長 Dato Lim Jock Hoi氏
• IAEA取締役代行 Cornel Feruță氏

 締結セレモニーの参画者：
• 各国の在スイス大使館からの代表者
• ASEANTOM (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic 

Energy)メンバー
• IAEAメンバー

ASEAN HP https://ase

an.org/ase

an-signs-

practical-

arrangeme

nts-iaea/

インド
ネシア

6-A4 インドネシア
国家標準化
庁は有機ラ
ンキンサイ
クル（ORC）
関連の試験
規格を検討

9月23日 インドネシア国家標準化庁（BSN）は、外部専門家を招き、有機ランキン
サイクル（ORC）及びバイナリー発電システムの性能を測定する試験規格
検討のための討議会を開催

 討議会参加者：
• インドネシア国家標準化庁（BSN)

• インドネシア大学
• IEC/PC 126（バイナリー発電システム）
• ORC関連の日系企業

インドネシア国
家標準化庁
（BSN）

http://www.

bsn.go.id/

main/berit

a/detail/10

482/bsn-

bahas-

konsep-

standar-

uji-

orc#.XYm7

Okb7Rdg
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国際 6-O1 排出のない
世界に
向けた協力

9月20日 気候変動連合（CLC）が開始したイニシアチブであるゼロエミッションデー
が9月21日であることを踏まえ、IECが再生可能エネルギーシステムに
関連する技術委員会について紹介
 IECによるエネルギー生成技術の展開と広範な使用への貢献に加え、下記の

IEC技術委員会が再生可能エネルギーシステムの規格開発に特化しているとし
て紹介

• IEC TC 4：水力タービン
• IEC TC 5：蒸気タービン
• IEC TC 82：太陽光発電システム
• IEC TC 88：風力発電システム
• IEC TC 114：海洋エネルギー–波、潮流、その他の水流コンバーター
• IEC TC 117：太陽熱発電所

 CLC概要：
• 企業、研究機関、都市のネットワークであり、参加機関がそれぞれの
専門分野で気候変動に対し対策を実施

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/09/worki

ng-

together-

towards-

an-

emissions-

free-world/

6-O2 5G時代の
エネルギー
効率：承認
が近づいて
いる新しい
ITU標準

9月24日 ITU-T Study Group 5（環境および循環経済）で開発中であり、3つの
新しいITU標準は開発サイクルの終了に必要な第1段階の承認を達成
 IMT-2020（5G）の持続可能な給電ソリューション、エネルギー効率の高いデータ
センター、及び通信基地局のスマートエネルギー管理のサポートを目的として
策定

 策定中の3規格：
• ITU L.1210「5Gネットワーク用の持続可能な給電ソリューション」
• ITU L.1380「電気通信基地局向けスマートエネルギーソリューション」
• ITU L.1305「ビッグデータおよびAI技術に基づくデータセンターイン
フラストラクチャ管理（DCIM）システムの仕様」

ITU News https://new

s.itu.int/en

ergy-

efficiency-

5g-new-

itu-

standards-

nearing-

approval/
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国際 6-O3 日立とルー
ベンカトリッ
ク大学が
共同開発し
たメッセージ
認証技術が
国際標準
規格として
採択

9月24日 日立製作所とルーベンカトリック大学は、共同で開発したセンサーや
コントローラーなどの小型IoT機器向けメッセージ認証技術「Chaskey」が、
ISO/IEC 29192-6として採択されたと発表

 Chaskey概要：
• 標準的に利用されている暗号化技術に比べ、2分の1～5分の1の
少ないメモリでありながら、2～7倍の高速性を保証

• 重要インフラや車載システムを支える小型機器に基本的なセキュリ
ティ機能の導入が容易となることから、システムの安全性向上に期待

• 小型IoT機器で使用されている8～32ビットCPUでも、省メモリで高速
処理が可能

 ISO/IEC 29192-6：
• 名称：Information technology — Lightweight cryptography 

— Part 6: Message authentication codes (MACs)

ZD Net 

Japan
*1

https://japa

n zdnet.co

m/article/3

5142976/

6-O4 BSIが気候
変動適応の
ための新し
いISO標準
を開始

9月26日 BSIが気候変動への適応に関する最初の規格を公開し、企業が気候変動
に対する回復力を高めるための対策と報告・評価を開発する際の枠組み
を作成

 規格概要：
• 名称：BS EN ISO 14090:気候変動への適応–原則、要件、および
ガイドライン

• 組織が適切な手段を開発し、検証可能な方法で適応活動を報告する
よう導くことにより、気候変動関連の課題を対処するのに貢献

 本規格の影響についてのBSIの見解：
• 本規格は購買、保険、投資に影響を与え、バリューチェーン全体の
全ユーザーに関連有

• 規格の実装により、企業は気候変動に関する国連の持続可能な開発
目標（SDG 13）に貢献することが可能

edie https://ww

w.edie net/

news/9/BS

I-

launches-

new-ISO-

standard-

for-

climate-

change-

adaptation

/
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*1 9月30日時点での取得情報を記載

https://japan.zdnet.com/article/35142976/
https://www.edie.net/news/9/BSI-launches-new-ISO-standard-for-climate-change-adaptation/
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国際 6-O5 炭素回収に
不可欠な官
民コラボ
レーション：
CEM 

CCUSイニ
シアチブお
よび石油お
よびガス気
候イニシア
チブによる
戦略的投資
の促進

9月23日 CEMの炭素回収、利用、貯蔵 （CCUS）イニシアティブは石油・ガス
気候イニシアチブ（OGCI）の加盟企業と会談
 本会談は国際環境NGOのThe Climate Groupが主催する世界最大規模の
イベント「Climate Week NYC」に合わせて開催

 両者は強力な官民協力の必要性について認識するとともに、環境への責任、
安全なCCUS産業の立ち上げの促進を確認

 具体的協力内容：
• 開発における様々な段階を通じ、CCUSの商業的開発を支援する
機会の提供

• 特定の研究・開発拠点（ハブ）設置とプロジェクトの商業化を目的と
した、政策と規制の枠組みに関する継続的な対話

• 必要に応じ、各運用段階でのリスク管理、知識共有、貯蔵評価活動、
企業及びプロジェクトの資金調達、地域社会へのエンゲージメントの
メカニズムを検討

Clean Energy 

Ministerial

(CEM)

Sustainable 

Japan

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

public-

private-

collaborati

on-

essential-

carbon-

capture-

cem-ccus

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/09/26/cem

-ccus-

ogci/42500
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国際 6-O6 IEC LVDC
ワークショッ
プがジャカ
ルタで開催

9月27日 IECとBSNがLVDC（低電圧直流給電システム）に関するワークショップを
開催（@ジャカルタ）
 ワークショップではLVDCの標準開発におけるIECの活動と、アフリカと及びインド
でのLVDCの導入事例について研究

 LVDCの特徴：
• LVDCは再生可能エネルギーを使用し、場所を問わず発電が可能

・太陽光、風力、水エネルギーはすべてDC電気を生成可能なため、
発電した電気を直接DC駆動デバイスに使用する方が効率的

• 上記オフグリッドの再生可能エネルギーから生成された電気は、揚水
や医療サービスに使用可能

 IECにおけるLVDC関連の標準化活動：
• IECは専用システム委員会（SyC LVDC)を設置し、LVDCの標準化に
関するガイダンスを提供

• 太陽光発電（PV）エネルギーシステム（IEC/TC 82）、電気設備安全性
（IEC/TC 64）、電気エネルギー供給システム（IEC/TC 8）および電気
アクセサリー（IEC/TC 23）と協力

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/09/iec-

lvdc-

workshop-

opens-in-

jakarta/

1630

【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/4)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（25/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/09/iec-lvdc-workshop-opens-in-jakarta/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E1 来るEUリー
ダーが新規
AI、データ
使用法に
ついて計画

9月3日 Wall Street Journalは、欧州委員会が新しいリーダー就任の準備と
並行し米国の大手ハイテク企業を対象としたデータ使用に関する調査を
実施していると報道
 Ursula von der Leyen次期首相とそのチームは、11月1日の就任後100日以内
に、AIを管理する新規規制を制定し、Facebookのようなハイテク企業による
ビッグデータの使用方法について提示する予定であると発表

 すでにMargrethe Vestager委員主導の下で大規模な技術調査が開始されており、
今後企業は数百万ドルの罰金を支払う可能性有

 調査内容（抜粋）：
• Amazon：Amazonが自社サイトで販売している小売業者から収集し
たデータの使用について、EU競争規則に違反しているとしてEU当局
が調査

• Google：EU当局は、Googleが検索結果で自社の比較ショッピング
サービスを宣伝することで支配的な地位を濫用したとして2017年6月
に26億7000万ドルの罰金を請求
• 上記罰金を含めGoogleは既に3回にわたってEU当局の調査によ
り94億ドルの罰金が科せられており、さらに、現在EU当局は4回目
の調査を実施中。

PYMNTS.com

COMPLIANC

E WEEK

https://ww

w.pymnts.

com/news/

internation

al/2019/inc

oming-eu-

leaders-

plan-new-

ai-data-

use-laws/

https://ww

w.complia

nceweek c

om/technol

ogy/europ

ean-

commissio

n-still-

gunning-

for-big-

tech/2766

1 article
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欧州 7-E2 オンライン
決済認証の
厳格化に
猶予求める
声相次ぐ

9月9日 オンライン取引に対する利用者の信頼感を高める新規規制に対し、
中小・零細企業が多い小売流通事業者やホテル・飲食産業は性急な制度
導入に対する懸念を表明

 背景：
• EU改正・決済サービス指令（PSD2）に基づく措置として、欧州経済領
域（EEA）にて実施される電子的支払いを対象に、本人による確実な
認証（SCA）を採用した2段階認証が9月14日より義務付け

 ユーロコマース※声明(9月3日)：
• 「9月14日までに全ての関係事業者が2段階認証に準拠する準備が
整備できていない」と発表

• 関係事業者が十分な準備対応が可能となるよう、EU加盟国の金融当
局に柔軟な運用を要求

 欧州銀行連盟(EBF)声明(8月14日)：
• 「EEAで行われる30ユーロを超える全てのオンライン決済で、2段階
認証が義務化される」と注意喚起を実施

 欧州ホテル・外食産業協会（HOTREC）声明(9月4日)：
• EU各国金融当局に対し、2段階認証導入が義務化される期日の延期
を求める声明を発出

• 同産業は外国人利用者が多く越境オンライン決済での認証作業への
混乱が想定されるため、18カ月の移行期間が必要だと提案
※欧州流通事業者の産業団体

JETRO https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/09/8

c82caedab

51d39a.ht

ml
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ドイツ 7-E3 返品破棄：
法案の欠如

9月10日 Händlerbund は、連邦環境省（BMU）のEU廃棄物枠組み指令の実施に
関する法案に関する意見文書を発表（9月6日）

 背景：
• BMUは、EU廃棄物枠組み指令の国内実施に関する法案を発表
（2019年8月）

 意見概要：
• Eコマースにおける返品廃棄商品の削減及び過剰生産の問題につい
て、データに基づく詳細化を推進する等の修正が必要である旨を指摘

 今後の予定：
• 中小オンライン小売業者が新規制によって、不当に不利になることを
防ぐため、対話の形成を引き続き支援

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/311

4-

haendlerb

und-

defizite-

geplanten-

regelunge

n-umgang-

retouren

フラ
ンス

7-E4 支払いのセ
キュリティ：
Fevadは、
DSP 2のバ
ランスの取
れた移行計
画の採用を
歓迎

9月12日 電子商取引・通信販売事業者協会（FEVAD）は、ネット決済に関する
欧州指令（DSP2）で規定されたフランス銀行の移行計画について、賛成
を表明

 計画概要：
• 2019年9月14日より、欧州指令（DSP2）が発効されることを受け、フラ
ンス銀行がDSP2に関する利害関係者と協議し、策定

• 2019年9月から2021年3月までの間に、DSP2で定めるデータインフ
ラストラクチャの段階的実装を規定
• インフラストラクチャの実装により、より高度な詐欺の検出が可能

La Fédération 

du e-

commerce et 

de la vente à 

distance 

(FEVAD)

https://ww

w.fevad co

m/plan-de-

migration-

equilibre-

de-la-

dsp2/
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https://www.fevad.com/plan-de-migration-equilibre-de-la-dsp2/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

フラ
ンス

7-E5 欧州の
DSP2及び
移行計画

9月16日 電子商取引・通信販売事業者協会（FEVAD）は、ネット決済に関する欧州
指令（DSP2）の段階的適用について欧州諸国の動向を掲載

 背景：
• 2019年9月14日より、DSP2が発効
• 詐欺防止等のデータインフラストラクチャの段階的実装を規定

 各国動向：
• 欧州経済領域（EEA）の26か国（フランスを含む）は、移行に正式賛成

• 21カ国は、書面又はスポークスマンを通じ、移行を支持
• 2カ国（ラトビア及びブルガリア）は、立場未表明

La Fédération 

du e-

commerce et 

de la vente à 

distance 

(FEVAD)

https://ww

w.fevad co

m/dsp2-

plans-de-

transition-

en-europe/

ドイツ 7-E6 連邦政府が
ブロック
チェーン
戦略を可決

9月18日 連邦経済エネルギー省（BMWi）と連邦財務省（BMF）が他省庁と協力し
開発したブロックチェーン戦略を、連邦内閣が可決
 独連邦経済大臣は、ブロックチェーン戦略によりパイロットプロジェクトでブロック
チェーンテクノロジーの機会を活用すると同時に、エネルギー移行において
デジタル化を促進可能であると発言

 独政府はデジタル変革を推進するために金融セクターにおけるブロックチェーン
の活用を含む5つのアクションを提示

連邦経済エネ
ルギー省
(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190918-

bundesreg

ierung-

verabschie

det-

blockchain

-

strategie.ht

ml
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欧州 7-E7 「忘れられる
権利」訴訟
でグーグル
が勝利、
適用はEU
圏限定に

9月28日 EU司法裁判所（ECJ）は、GoogleにはEU域外からの検索に忘れられる
権利を適用する一般的な義務はないとの判決を発表（9月24日）

 背景：
• フランスのデータ保護当局CNILは、Googleに対しEU法に反する
検索結果を、世界全体の検索結果から排除するよう要請（2015年）

• Googleは、地域ごとに検索結果を変える機能を導入し、欧州では
忘れられる権利を遵守するが、それ以外の地域では、EUの規制に
従う必要はないと主張

• CNILはグーグルに罰金10万ユーロ（約1180万円）の支払いを要求
 判決内容：

• ECJは、今後もGoogleに対し、EU圏内のユーザーが、非EU国と同じ
検索結果にアクセスできない措置を講じることを要求するものの、EU
域外からの検索については、忘れられる権利を適用する義務はない
旨判決

Forbes Japan https://forb

esjapan.co

m/articles/

detail/2991

7

ドイツ 7-E8 Händlerbun

dは、返品
破棄に関す
るワーク
ショップに
参加

9月10日 Händlerbundは、連邦経済エネルギー省（BMWi）の返品破棄に関する
ワークショップ"Alles retour !?"に参加（9月3日）

 背景：
• 連邦環境省（BMU）は、EU廃棄物枠組み指令に基づき返品の廃棄に
関する法案を発表しており、産業界との協議が必要

 ワークショップ概要：
• 返品廃棄や過剰生産の問題について、政治及び企業関係者と議論

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/311

5-

haendlerb

und-

dialog-

retourenve

rnichtung
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(5/5)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（5/10）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://forbesjapan.com/articles/detail/29917
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3115-haendlerbund-dialog-retourenvernichtung
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

米国 7-U1 NISTがプラ
イバシーフ
レームワー
クのドラフト
に対するコ
メントを募集

9月9日 NISTは、個人のプライバシー保護に係るNISTプライバシーフレーム
ワークのドラフトに対するコメントを募集

 フレームワークの目的：
• 個人のプライバシー問題の抑制と、データ使用の有益性の最大化の
両立を図る組織を支援

 フレームワークの構成：
• コア：プライバシー保護活動のセット
• プロファイル：組織が目標を最も効率的に達成するために追求する
コアのアクティビティの決定方法

• 実施：プライバシーリスクの管理に用いるリソースの最適化方法
 今後の予定：

• 2019年末までにバージョン1.0を発行予定

National 

Institute of 

Standards and 

Technology
（NIST）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

9/nist-

requests-

comments-

draft-

privacy-

framework

7-U2 アメリカ初の
プライバ
シー法
（CCPA）が
発効：ビジネ
スと消費者
にとっての
CCPAの
意味とは

9月13日 カリフォルニア州消費者保護法（CCPA）が来年1月1日に発効することが
決定
 シリコンバレーやBig Tech企業が無効化を求めてロビイング活動を実施していた
カリフォルニア州消費者保護法（CCPA）については、今年のカリフォルニア州議
会が閉会したことで、来年1月1日に発効することが決定

 CCPA概要：
• 大企業またはデータの販売をビジネスの中核とする企業にのみ適用
• 消費者は、欧州のGDPR（一般データ保護規則）と同様の保護を享受
でき、企業に対して収集した個人情報の開示、データの削除、第三者
との共有を禁止することが可能

• 違反企業に対し最大7,500ドルの罰則を規定

Fortune https://fort

une.com/2

019/09/13/

what-is-

ccpa-

complianc

e-

california-

data-

privacy-

law/
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【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（6/10）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

再掲

https://www.nist.gov/news-events/news/2019/09/nist-requests-comments-draft-privacy-framework
https://fortune.com/2019/09/13/what-is-ccpa-compliance-california-data-privacy-law/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C1 Xiao 

Yaqingは
Qualcomm
のCEO、
Steve 

Morenkovと
会談

9月2日 国家市場管理局のXiao Yaqing氏はQualcommのCEOである
Steve Morenkovと会談（8月29日）
 今後の協力方法や交流の強化等について意見交換を実施

国家標準化委
員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201909/t2

0190902

343744.ht

m

7-C2 標準で質の
高い都市を
作成

9月6日 China Market Regulation Newsが泰州市の標準化活動に関する
取り組みについて紹介
 泰州市は積極的に標準化戦略の実施を促進し、標準化された管理メカニズムを
革新し、標準化と革新機能を収集し、標準供給の品質を総合的に改善

 紹介された泰州市における2018年度の取り組み（抜粋）：
• 標準的な国際革新都市パイロット都市として承認
（江蘇省で唯一の都市、国内で5番目に承認）

• 台州の企業が策定に参加したISO規格が正式に発行、
4つの国際規格を提案

• 「ステンレス鋼産業の変革とアップグレードのためのガイドライン」の
地方規格を策定

• 国内で唯一の農産物eコマース標準化実証ゾーンの設立を承認

China Market 

Regulation 

News

http://www.

cicn.com c

n/zggsb/20

19-

09/06/cms

120505arti

cle.shtml
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（7/10）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201909/t20190902_343744.htm
http://www.cicn.com.cn/zggsb/2019-09/06/cms120505article.shtml
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電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C3 国家規格
「Eコマース
ソフトウェア
コンポーネ
ントの分類
およびコー
ド」のドラフト
に対する
意見募集

9月25日 国家情報分類・コーディング標準化技術委員会は、国家規格「Eコマース
ソフトウェアコンポーネントの分類およびコード」
（計画番号：20132315-T-469）に対する意見を募集（10月18日まで）

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/bzyj

zq/gbyjzq/

201909/t2

0190925

45134.htm

l
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（8/10）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

https://www.cnis.ac.cn/bydt/bzyjzq/gbyjzq/201909/t20190925_45134.html
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電子
商取引
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マース）

インド
ネシア

7-A1 政府はEC
企業に対し
輸入税を
製品価格と
合わせて
表示する
ように推奨

9月14日 トレーサビリティ向上を目的とし、インドネシア財務省はEC各社に取引画
面において輸入税を表示するよう推奨

 背景：
• 現在、ECサイトでは輸入品が購入される際に、購入者による10%の
輸入税の支払い状況が確認できない仕様になっており、税関職員が
現場で個別に対応せざるを得ない状況

• なお、ECサイトでの輸入品に対する10%の輸入税適用は、財務省令
210（ PMK 210/PMK.010/2018 にて規定（2018年4月発効）

 財務省による推奨事項：
• 製品取引画面に、製品価格及び輸入税をそれぞれ分けて表示
• 輸入税の支払い情報を税関に転送（但し、具体な手段については
言及なし）

Bisnis.com https://eko

nomi.bisni

s.com/read

/20190914

/9/114838

6/pemerint

ah-minta-

pelaku-e-

commerce

-

tampilkan-

pajak-

impor-tiap-

transaksi

シンガ
ポール

7-A2 Iswaran
大臣：政府
はデジタル
エコノミーに
過剰な規制
をかけること
に注意する
べき

9月22日 シンガポールの通信情報大臣Iswaran氏は、東南アジアのe-commerce
企業に対する規制の厳格化傾向を懸念し、通商と同様に各国共通の
ルールが必要であると言及

Strait Times https://ww

w.straitsti

mes.com/s

ingapore/is

waran-

govts-

should-

resist-

over-

regulation-

of-digital-

economy

1640

【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（9/10）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190914/9/1148386/pemerintah-minta-pelaku-e-commerce-tampilkan-pajak-impor-tiap-transaksi
https://www.straitstimes.com/singapore/iswaran-govts-should-resist-over-regulation-of-digital-economy
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電子
商取引
（Eコ
マース）

国際 7-O1 データプライ
バシーに
関する最初
の国際標準
が公開

9月15日 ISOは接続された世界に関連するプライバシーの問題に対処するための
新規規格を策定
 本規格は個人データを保護するための管理システム（PIMS）の要件を規定。
既存のISO / IEC 27001「情報技術-セキュリティ技術-情報セキュリティ管理
システム-要件」を参照し追加要件を提供

 規格名称：
• ISO/IEC 27701：Security techniques — Extension to ISO/IEC 

27001 and

• ISO/IEC 27002 for privacy information management —

Requirements and guidelines

 策定背景：
• 欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）やカリフォルニア州の
プライバシー法など、昨今策定された規制に関連するプライバシー
関連訴訟の増加

 策定目的：
• 組織がプライバシー情報を管理し、規制要件を順守することを支援
するための要件を規定

Digital Journal http://www.

digitaljourn

al.com/bus

iness/first-

internation

al-

standard-

for-data-

privacy-

published/

article/557

907
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【情報収集結果】その他地域、機関における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（10/10）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

再掲

http://www.digitaljournal.com/business/first-international-standard-for-data-privacy-published/article/557907
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共通 英国 8-E1 BSIは、組
織のプライ
バシー情報
管理におけ
る将来的な
保証に貢献

9月2日 BSIは、ISO/ IEC 27001を拡張させた「BS ISO/IEC 27701:2019 

Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 

27002 for privacy information management」を発行
 規格概要：

• 組織におけるEUの一般データ保護規則（GDPR）等、新しいプライバ
シー要件への対応における運用管理の要件とガイドラインを規定
• 収集された個人データ保護のため、Personally Identifiable 

Information (PII) コントローラ及びプロセッサーのフレームワーク
を提供

• ISO IEC 27001 Information Security Management System 

(ISMS)の拡張版として、プライバシー情報管理システム（PIMS）の
確立、実装、及び保守のプログラムを設定

• Google Trust、Microsoft、IBM、CPIN、Data Protection Forum、
ABCB、IT Governanceの英国代表者を含め、49群以上の関係者が
規格策定に参画

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/septe

mber/bsi-

helps-

organizatio

ns-to-

futureproof

-their-

privacy-

informatio

n-

managem

ent/

欧州 8-E2 委員会は、
標準化規則
の実施に関
する実践的
なガイダン
スを計画

9月3日 欧州委員会（EC）は、標準化規則の実施をサポートするためのガイダンス
文書の作成計画について、利害関係者と協議中

 ガイダンス文書発行目的：
• 標準化要求の起草から整合規格の評価と公開まで、整合規格の開発
プロセスを明確化

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/com

mission-

plans-

further-

practical-

guidance-

on-the-

implement

ation-of-

the-

standardis

ation-

regulation/
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(1/11)

共通分野関連記事詳細（1/30）

共通テーマ別情報詳細

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/september/bsi-helps-organizations-to-futureproof-their-privacy-information-management/
https://ecostandard.org/news_events/commission-plans-further-practical-guidance-on-the-implementation-of-the-standardisation-regulation/
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共通 欧州 8-E3 「規格は成
功の要因」：
CENはキャ
ンペーン＃
Standards4

Servicesを
開始

9月9日 CENは、既存の規格と欧州へのサービス産業及び消費者への影響に
関するキャンペーンStandards4Servicesを開始（9月9～20日）

 背景：
• Strategic Advisory Board on Services (CEN/SAGS) は、"Strategic 

Plan on Services standardization"を策定
・サービスの利害関係者に対し、フレームワークを提供

 キャンペーン概要：
• 欧州のサービス産業及び消費者に対し、既存の欧州規格のメリットに
ついて宣伝

 Javier Garcia Diaz（議長, SAGS）発言：
• 「CENは、サービス業界や協会等と連携し、欧州の標準化における
メリットへの理解を促進する予定」

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https://ww

w.cen eu/n

ews/brief-

news/Pag

es/NEWS-

2019-

029.aspx
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/11)

共通分野関連記事詳細（2/30）

共通テーマ別情報詳細

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-029.aspx
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共通 ドイツ 8-E4 Competitio

n Law 4.0
専門家
委員会は、
Altmaier
大臣に最終
報告書を
引き渡し：
デジタル経
済のための
新しい競争
の枠組み

9月9日 Competition Law 4.0専門家委員会は、欧州におけるデジタル経済競争
の枠組みに関する最終報告書を提出

 背景：
• Peter Altmaier連邦経済エネルギー（BMWi）大臣が専門家を集め、

Competition Law 4.0専門家委員会を立ち上げ（2018年9月）
• 欧州におけるデジタル経済競争の枠組みに関し、具体的な提案を
検討

 報告書概要：
• 下記4つの目的に向け、委員会はプラットフォーム、データアクセス、
デジタルエコシステムに関する22の具体的な推奨事項を記載
• データに対する消費者の権利の向上
• 主要プラットフォームの行動規則の明確化
• デジタル経済における協力の法的確実性の向上
• 競争法とその他デジタル規制との制度的結びつきの強化

 今後の予定：
• BMWiは、報告内容について詳細に検討し、欧州レベルでの競争法
の更なる発展を提唱予定

• また、BMWiは間もなくデジタル競争法 （GWB Digitization Act）の
ドラフトを提出予定

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190909-

expertenk

ommission

-

wettbewer

bsrecht-

40-

uebergibt-

abschluss

bericht-an-

minister-

altmaier ht

ml
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(3/11)

共通分野関連記事詳細（3/30）

共通テーマ別情報詳細

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190909-expertenkommission-wettbewerbsrecht-40-uebergibt-abschlussbericht-an-minister-altmaier.html
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共通 欧州 8-E5 e-コンピテン
スフレーム
ワーク：デジ
タル経済の
欧州規格

9月11日 EN 16234-1:2016 e-Competence Framework (e-CF) - A common 

European Framework for ICT Professionals in all industry 

sectors - Part 1: Frameworkは、デジタルコンピテンシーにおける原則
と成功事例を規定

 策定組織：
• CEN/TC 428 - Digital Competences and ICT professionalism

 規定内容：
• デジタルコンピテンシーにおける組織の人材能力開発のための
フレームワークを規定
• 採用、キャリアパス、能力計画、トレーニング、及び評価に関する
決定をサポート

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https://ww

w.cen eu/n

ews/brief-

news/Pag

es/NEWS-

2019-

032.aspx
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共通 ドイツ 8-E6 Bareiß 政務
次官は、ドイ
ツとブラジル
の経済会議
を開催

9月16日 Thomas Bareiß政務次官が、第37回Brazil-Germany Business 

Meeting (EEBA)の開催を担当（9月16～17日＠ナタール、ブラジル）
 背景：

• EUと南米南部共同市場（メルコスール）が自由貿易協定（ＦＴＡ）に
合意（6月）

• Thomas Bareiß政務次官は、第46回ドイツ・ブラジル経済協力合同
委員会の委員長を担当
• 本委員会は、ドイツが他国と協働する最古の経済委員会

 会議概要：
• Thomas Bareiß政務次官は、ブラジル政府の代表者や企業の代表者
との会談を開催

• 2つのLOIに署名予定
• AI、IoT、ブロックチェーン、ビッグデータ等に関するディスカッション
とコラボレーションの形式を設定

• 製品の安全性と消費者保護における協力を目指し、標準化、技術
規制、市場監視、製品規制、適合性評価に関する継続的な対話を
開始

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

The Rio Times

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190916-

bareiss-

eroeffnet-

deutsch-

brasilianis

che-

wirtschafts

tage.html

https://rioti

mesonline.

com/brazil-

news/brazi

l/business-

brazil/brazi

lian-

president-

in-office-

meets-

brazilian-

and-

german-

entreprene

urs-in-

natal/
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共通 欧州 8-E7 ベラルーシ
の標準化機
関はASTM 

Internation

alと協力

9月20日 ベラルーシ国家標準化委員会（Gosstandart）およびASTM 

Internationalは協力覚書に署名
 ベラルーシの代表団はISO総会に合わせASTM及び他国の標準化機関と協議
実施

 ASTMとの覚書内容：
• 標準開発に関する情報経験を共有
• 技術的および専門的なトレーニングプログラム、会議、ワークショップ
への参加

• ベラルーシの専門家が、ASTM International技術委員会にも参加し、
規格案のレビューに参加

 その他討議実施先機関：
• ポーランド、UAE、トルコの国家標準化機関
• CEN、CENELEC

BELARUS 

NEWS

https://eng.

belta.by/ec

onomics/vi

ew/belarus

-

standardiz

ation-

agency-to-

cooperate-

with-astm-

internation

al-124343-

2019/
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共通 欧州 8-E8 欧州議会が
AI倫理に関
するガイドラ
インを発表

9月26日 European Parliament Research Service （EPRS）は、AI倫理に
関して"EU guidelines on ethics in artificial intelligence: Context 

and implementation"を発表
 背景：

• 欧州委員会（EC）は、AI倫理に関し、AI設計時に守るべき7つの必要
条件を含むガイドラインを発行（2019年4月）
• 人間中心のアプローチで、信頼できるAIを目指す方針を明示

 目的：
• AI製品及びサービスの設計、開発、実装又は使用において、ガイド
ラインで推奨されている倫理的要件に関するガイダンスを提供し、
倫理的で信頼できるAIシステムの構築を促進

 ガイドライン概要：
• 4月に発表されたガイドラインに基づき、実装上の課題を特定
• また、ガイドラインの明確化、倫理基準採用の促進、透明性に関する
共通ルールの整備等、今後EUがとるべきアクションの可能性を明示

JDSUPRA https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/europ

ean-union-

parliament

-releases-

30980/
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共通 欧州/

日本
8-E9 安倍総理の

「欧州連結
性フォーラ
ム」出席

9月27日 安倍総理とユンカー欧州委員長は、欧州連結性フォーラムにて、持続可
能な連結性及び質の高いインフラに関する日EUパートナーシップに署名
（9月27日）

 背景：
• ASEM 会合（2018年）、日 EU 定期首脳協議（2019年4月）、

G20 大阪サミット（2019年6月）を踏まえ、本パートナーシップを締結
• 欧州連結性フォーラムに先立ち、日EUの連結性における
パートナーシップの具体的な協力の一つとして、JICAとEIBとの間
で協力覚書を署名（9月26日）

 パートナーシップ概要：
• デジタル、運輸、エネルギー、人的交流を含む分野で、特に西バル
カン、東欧、中央アジア、インド太平洋、アフリカ地域において協調

• 開放性、透明性、包摂性、対等な競争条件を促進すること、自由、
公正、無差別、予測可能な貿易・投資、透明性のある調達、債務持続
可能性、高い水準の持続可能性を促進すること、質の高いインフラ
投資に関するＧ20原則を適用・促進することを目指す

• G7、G20、OECD、世銀、IMF、欧州復興開発銀行、アジア開発銀行
等での協力、規制に関する協力の推進、持続可能な開発のための
2030 アジェンダ実施のためのパートナー国支援等を実施

• 民間部門との連携、資金供給を推進し、JICA、JBIC、NEXI と EIB と
の覚書の下で協力を促進

外務省

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.mofa.go.

jp/mofaj/er

p/ep/page

4 005320.

html

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190927-

altmaier-

beim-

europa-

connectivit

y-forum-

der-

eu.html
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共通 ドイツ 8-E10 IT製品の
安全には
欧州の
ソリューショ
ンが必要

9月5日 DINは、第6回KITS conference 2019を開催（9月5日）
 会議概要：

• 2014年の開始以来、政治関係フォーラムとしてセキュリティ問題の
議論の場として機能

• DIN関係者及びその他官民の関係者120人以上が集結し、デジタル
時代のIT製品の安全性と品質確保について、議論
• デジタル化する世界において、国際規範と標準が必要であること
に同意

Deutsches 

Institut für 

Normung 

(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/it-

produktsic

herheit-

braucht-

europaeisc

he-

loesungen

-345412

8-E11 ブリュッセル
でのVDEの
夏のレセプ
ション2019

9月10日 VDEは、EU政治関係者を招聘し夏のレセプションを開催
（＠ブリュッセル、ベルギー）

 レセプション概要：
• 欧州議会、欧州委員会等の政治関係者が集まり、欧州の産業に
おける標準化の重要性及びVDEの活動について議論

• CEN－CENELECによる"Standards Build Trust"宣言についても
言及

• 5つの戦略的優先事項を規定
• 調和した内部市場：規格とEU法を適合
• 国際貿易をリードする競争力のある欧州産業：ISOやIECと
連携し、欧州規格の国際標準化を推進

• 新技術への信頼：ベストプラクティス共有によりデジタル変革を推
進

• 欧州の更なる革新：標準化による研究結果の市場投入を促進
• SDGsの実施：資源とエネルギーの持続可能な利用を促進

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde com

/de/arbeitsf

elder/politi

k/politik-

news/som

merempfa

ng-2019
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共通 ドイツ 8-E12 インターネッ
トの未来に
関する会議

9月11日 連邦経済エネルギー省（BMWi）は、第11回Internet Governance 

Forum Germany (IGF-D)を開催（9月11日）
 IGF概要：

• 国連が2006年に設立
• "One World. One Net. One Vision."をモットーに、年1回インター
ネット業界の関係者が集まり、議論
• 近年では、データガバナンス、デジタルインクルージョン、デジタル
セキュリティに焦点

• 今年は、ベルリンにて開催予定（11月25～29日）
 IGF-D概要：

• 国連が2006年より開始したInternet Governance Forum（IGF）の
ドイツ版

• ビジネス、政治、市民社会、技術分野より、約200人が集結
 討議テーマ：

• 5Gネットワークにおけるセキュリティ
• プラットフォーマーへの対応
• AI

• ヘイトスピーチとの戦い
• 持続可能な開発とデジタル変革

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0190911-

konferenz-

zur-

zukunft-

des-

internets.ht

ml
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共通 欧州 8-E13 ETSIの
新しい使命
重要な
プラグテスト
イベント

9月18日 ETSIはERILLISVERKOT（State Security Networks Group 

Finland）、TCCA(The Critical Communications Association)及び
欧州委員会の支援により、第4回MCXプラグテストイベントを開催
（9月23〜27日@フィンランド クオピオ応用科学大学）
 ユニキャスト及びマルチキャストをサポートする無線機器（eNB、UE、EPC）を使
用したテストに焦点を当て実施

 テスト内容：
• ETSI TS 103 564(PlugtestsTM scenarios for Mission Critical 

Services)に基づき、テストケースを実施
• ミッションクリティカルサーバー及びクライアントのOver-The-Top
テストも実施可能

 テスト参加ベンダー：
• Airbus DS、Motorola Solutions UK、Samsung Electronics、

Huawei Technologies、MCOP-University of the Basque Country
等、約30機関

 テストオブザーバー：
• フランス内務省、グローバル認定フォーラム（GCF）、NIST/PSCR、
オランダの国家警察、ノルウェー市民保護局等、11機関

 本テストはベンダーが製品をテストする際に使用する、相互運用可能な統一の
グローバル標準達成のためのプラットフォームを選定し提供することで、3GPP
標準の検証に貢献

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

news/1643

-2019-09-

etsi-new-

upcoming-

mission-

critical-

plugtests-

event

ドイツ 8-E14 AIコースの
設定：規範
と標準なし
では機能
しない

9月24日 DKEはAI標準化ロードマップのキックオフイベントを開催予定
（10月16日予定）
 イベントにてDINとDKEは、連邦経済エネルギー省（BMWi）と専門家との
共同プロジェクトとして、AI分野の規範と標準へのロードマップを開発予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE) 

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/die-

weichen-

stellen-

fuer-

kuenstlich

e-

intelligenz
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共通 米国 8-U1 ULとViakoo
はフィジカル
セキュリティ
システムの
コンプライア
ンスに関し
協力

9月10日 ULは、IoTセキュリティソリューション企業Viakooとセキュリティ強化
ソリューションの開発支援に関する戦略的協力を発表

 協力内容：
• 企業のセキュリティ強化ソリューションの開発支援に関して協力
• ULは、フィジカルセキュリティ製品およびシステムの性能、信頼性、
相互運用性、サイバー保護に関する深い技術的専門知識を活用した
認証サービスを提供

• Viakooは、フィジカルセキュリティシステム、デジタルツインIoTテクノロ
ジー、およびIoTシステムのサイバーハイジーンの経験に基づく豊富
な知識を提供

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

and-

viakoo-

collaborate

-physical-

security-

systems-

complianc

e

8-U2 NISTが19
の小規模
企業の技術
開発に対し
て約400万
ドルを授与

9月13日 NISTが19の小規模企業の技術開発に対して合計約400万ドルの助成金
を授与

 背景：
• NISTが高度な製造と原料の測定、サイバーセキュリティとプライバ
シー、健康と生体システムの測定など、7つの分野において対象企業
を募集（2019年2月）

 助成金制度の概要：
• フェーズI受賞企業は、研究開発のメリット、実現可能性、商業的可能
性確立のために最大10万ドルを獲得

• フェーズIを完了した後、最大40万ドル獲得可能なフェーズIIに応募
可能

• フェーズIIIでは、本プログラム以外の資金による技術の商業化を実施

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 
（NIST）

https://ww

w.nist gov/

news-

events/ne

ws/2019/0

9/nist-

awards-

nearly-4-

million-19-

small-

businesse

s-

technology

-

developme

nt
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共通 米国 8-U3 USNCは人
工知能の活
用に係る道
徳的原理の
検討のため
SEGを募集

9月18日 人工知能に係る倫理的側面の検討、規格開発活動の推進のため、IECは
ANSIを通じてSystem Evaluation Group（SEG）への専門家を募集

 人工知能の規格開発活動においてSEGに求められる役割：
• IEC標準化管理委員会に対しての倫理面での提言
• 関連する各IEC委員会において流用可能なガイドラインの策定

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

7a702545-

2570-

4359-

9c36-

eb4afbd45

08e

8-U4 米国商工会
議所は人工
知能の原理
を公開

9月23日 米国商工会議所のTechnology Engagement Center（TEC）及び
Center for Global Regulatory Cooperation（CGRC）は、共同で
人工知能の使用・規制を管理するための方針・原則を公開
 50超の商工会議所の会員企業と協力し、10の方針・原則を規定。ビジネスに
おけるAIの課題と機会の両方に対処するための革新的なアプローチの必要性を
強調

 政府におけるAIの信用性の向上、イノベーションを妨げる過剰な規制の回避を
目的とし策定

US Chamber 

of Commerce

https://ww

w.uscham

ber.com/pr

ess-

release/us

-chamber-

releases-

artificial-

intelligenc

e-

principles
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共通 中国 8-C1 上海市、AI
行動プラン
を発表

9月4日 「世界AI大会2019」において、「AI上海高地と一流革新生態の構築に
関する行動プラン」が正式に発表
 同プランは7つの行動実施を規定

1. 「4＋X」融合革新の媒介役を構築（国家級試験区・先導区を中心に、浦東
張江、臨港新片区、徐匯浜江、閔行馬橋の4つの産業クラスタを重点的に
発展させ、各地に適した特色ある革新の媒介役を構築）

2. ハブ型革新プラットフォームの建設
3. ビッグデータ共同革新実験室を15カ所建設
4. 産業の発展の需要に合致する人材を育成
5. 世界クラスのAIディープ応用シーンの構築
6. AI産業投資ファンドを設立・運営
7. AIガバナンス体制を構築し、企業標準又は業界標準を形成。AIガバナンス
制度体系を率先して構築し、「人工知能と法治」青書を発表

Record China https://ww

w.recordch

ina.co.jp/b

741850-

s10-c20-

d0046.htm

l

8-C2 国際的サー
ビス品質達
成に向けた
統合 国家
標準化作業
は、高品質
の開発に役
割を果たす

9月11日 国務院情報局が昨今の標準化活動について共有
 紹介された標準化活動（抜粋）：

• 食品、消費財、安全な生産、環境保護、エンジニアリング建設分野等
において、約4,000の強制国家基準を発行

• ハイエンド機器製造分野において1,000以上の国家標準を発行
• サービス産業分野において5,000以上の国家標準を発行
• 「100エネルギー効率基準推進プロジェクト」の実施を推進し、206の
国家省エネ基準を発行

• IoT、ビッグデータ、AI、新エネルギー車分野等において、300以上の
国家標準の開発を推進中

国务院新闻办
公室

http://www.

scio.gov.c

n/xwfbh/xw

bfbh/wqfbh

/39595/41

645/zy416

49/Docum

ent/16641

13/166411

3 htm
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http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/39595/41645/zy41649/Document/1664113/1664113.htm


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C3 中国の国家
規格は3万
6877項目に

9月12日 中国国家規格が合計3万6877項目となり、中国が主導し策定した国際
規格が合計583項目に達したと中国国家標準化管理委員会が発表
（9月11日）
 中国における国内規格の国際標準への整合化や、国際標準化活動について
発表

 国際規格への整合：
• 国家基準のうち、国際規格と整合されている規格は1万項目以上

 国際規格策定への参画：
• 中国から国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）への
国際規格策定に関する提案は毎年20％ずつ増加

• ISOに登録された中国人専門家は約5000人にのぼり、中国が担当
する事務局の数は89カ所

China Radio 

International 

(CRI)

http://japan

ese.cri.cn/

20190912/

628c31e6-

7d99-

20c6-

8426-

99b12ccda

dab.html

8-C4 標準化戦略
関連の研究
プロジェクト
受け入れ会
議の一部を
北京で開催

9月12日 市場監督総局標準及び技術部は、標準化戦略関連研究プロジェクトに
関する会議を開催（9月6日@北京）
 5つのプロジェクトについて研究報告とフォローアップ研究の改善に関する具体案
を提出

 プロジェクト名：
• 「標準化とニューエコノミーの質の高い発展との関係に関する研究」
• 「標準化開発法研究」
• 「情情報通信分野の標準化戦略に関する研究」等、 5プロジェクト

 プロジェクト目的：
• 「中国標準2035」プロジェクトの支援と国家標準化管理の改善

 今後の流れ：
• 各プロジェクトチームは、早急に調査レポートを修正及び改善し、調査
結果を整理

• 上記を踏まえ、「中国標準2035」プロジェクトに関連する調査および
研究作業に協力予定

国家標準化委
員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201909/t2

0190912

343763.ht

m
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共通 中国 8-C5 Tian 

Shihongは
中国代表団
を率いて第
42回国際
標準化機構
（ISO）会議
に出席

9月25日 第42回ISO会議が開催されTian Shihong市場総局副局長及び規格
委員会局長が出席（9月16日~20日@南アフリカ ケープタウン）
 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、シンガポール、スウェーデン、オランダ、
スペイン、ロシア、ウズベキスタン、欧州経済委員会、アフリカ標準化機構、湾岸
標準化協力機関と会合を実施し、多国間・二国間標準化協力を積極的に推進

 会合にて決定した協力事項（抜粋）：
• エネルギー、農業、民間航空機の分野における中国とロシアの
標準化協力

• 中国企業が米国標準化機構の活動に参加するためのより柔軟な
政策環境の構築

• 中国-アフリカ、中国-スペイン標準化協力覚書を含む、多くの協力
合意に署名

• デザイン、靴製作、グリーン製品管理分野の中国による国際規格
提案について多くの国と合意を形成

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1909/t201

90923 30

6983 html

8-C6 CESIは第7
回中国電子
情報産業社
会責任年次
総会にて
共催

9月2日 中国電子工業標準化技術協会と中国電子標準協会の社会的責任作業
委員会が、第7回中国電子情報産業の社会的責任年次総会を開催
（8月28日@北京）

 総会内容：
• 経済協力開発機構（OECD）の中国代表とグローバル貿易協会代表
が基調講演を実施

• 業界標準SJ / T 11728-2018「電子情報産業の社会的責任管理シス
テム」と「電子情報産業の社会的責任構築開発報告書」の研究背景と
意義について紹介

 出席者：
• 江蘇省産業情報技術部科学技術部、電子情報部、産業情報部の
関係者、OECD、責任あるビジネス同盟（RBA）、世界貿易協会
（amfori）、電子通信企業、大学、研究機関、関連機関より約200人が
出席

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5542

.html
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共通 中国 8-C7 CNISは中
国とモンゴ
ルの経済貿
易活動標準
化フォーラ
ムに参加

9月8日 第3回中国モンゴル博覧会中国モンゴル経済貿易活動標準化フォーラム
が開催（9月6日@内モンゴル、ウランチャブ市）

 フォーラムテーマ：
• 「標準化が品質改善を促進し、標準化が貿易の円滑化を促進する」

 フォーラムに合わせ、「中国モンゴル標準化情報サービスプラットフォームの設立
式」及び「建材分野における中国とモンゴル間の標準交換式典」を開催

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201909/t

20190908

45091.ht

ml

8-C8 2019年全国
サイバーセ
キュリティパ
ブリシティ
ウィーク-
ネットワーク
セキュリティ
基準と業界
サミット
フォーラムを
共催

9月19日 天津市党委員会ネットワーク事務所が主催し、「2019年全国サイバー
セキュリティ広報週間-ネットワークセキュリティ基準と産業サミットフォー
ラム」を開催（9月17日@天津）

 フォーラム開催目的：
• ネットワークセキュリティの国家標準適用の促進
• ネットワークセキュリティ企業の標準化作業への参加意欲向上

 フォーラム参加者：
• ネットワークセキュリティ業界の専門家、企業、研究機関、大学より
計120人以上

 フォーラムに合わせ、全国サイバーセキュリティプロモーションウィークを開催
（9月16日～22日@天津）

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5597

.html
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共通 中国 8-C9 第16回台湾
海峡情報産
業技術標準
フォーラムを
開催

9月20日 中国電子工業標準化技術協会、中国通信規格協会、華樹工業共通規格
推進財団が共催し第16回台湾海峡情報産業技術標準フォーラムを開催
（9月17日~18日＠台湾、新竹）

 フォーラム概要：
• フォーラムを共催した3機関が共同で、太陽光発電、クラウドコン
ピューティング、スマートマニュファクチャリング等、3つの分野で6つの
共通基準を発表

• カーネットワーキング、サービスアプリケーション、モバイル通信/モバ
イルインターネット、スマートマニュファクチャリング、半導体照明、フ
ラットパネルディスプレイテクノロジー、クラウドコンピューティング、
ネットワークの進化、太陽光発電、リチウムイオン電池、オープンコン
ピューティングアーキテクチャエコロジー等、11のサブフォーラム会議
開催

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5613

.html

8-C10 中国・
ASEAN国
際標準化
フォーラム
が広西チワ
ン族自治区
南寧市で
開催

9月25日 SAC/TC46が「Innovative Thinking and Empowerment Experience 
中国家電ユーザーエクスペリエンスサミットフォーラム」を主催
（9月25日@広州）

 フォーラム開催目的：
• 家電業界でのユーザーエクスペリエンスの開発を促進し、家電業界の
技術革新とアップグレードを推進

 家電及び軽工業標準技術産業研究院の副総裁Ge Fengliang氏コメント：
• 業界向けの新しい家電ユーザーエクスペリエンスプロジェクトと多次元
ユーザーエクスペリエンス定量化に関する標準を作成すべき

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1909/t201

90925 30

7031 html
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共通 中国 8-C11 中国国際ソ
フトウェア博
覧会 ソフト
ウェア業界も
「一帯一路」
で発展へ

9月26日第23回中国国際ソフトウェア博覧会が開催
（6月28日～30日@中国北京市北京展覧館）
 博覧会は中国工業情報化部と北京市政府の共催で実施。中央政府や北京市政
府の要人が参加し、中国政府が進める経済圏構想「一帯一路」を中心とした発展
に注力する考えを強調

 中国工業情報化部の苗圩部長祝辞：
• 中国は一帯一路を中心に、ソフトウェア分野の技術や規格、人材の国
際交流、より高度なレベルでの革新的な協力を推進

• また、産業インターネットやビッグデータ、AI等の新興分野に焦点を当
て、産学官の連携や新しいエコシステムの育成を推進

 フォーラムでは企業のトップや研究者らが、ソフトウェアプロジェクト管理に関する
国際的な動向や、適切なプロジェクト管理がソフトウェアエンジニアリングの発展
を支援することなどを説明

週刊BCN https://ww

w.weeklyb

cn com/jou

rnal/news/

detail/2019

0926 169

779.html
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共通 中国 8-C12 国家AI標準
要件セミ
ナー2019が
北京で開催

9月29日 AI標準化作業の推進を目的とした国家AI標準要件セミナーが開催
（9月24日@北京）

 開催目的：
• 国家人工知能標準化戦略の実施及び人工知能業界標準化作業の
推進

 会議概要：
• 参加者が北京航空宇宙大学、中国情報通信研究所、Zhejiang Ant 

Microfinance Service Group、Shenzhen Qianhai Weizhong Bank、
Keda Xunfeiを訪問

• インテリジェントサービス適応フレームワークとパフォーマンス評価、
ディープラーニングアルゴリズム評価、人工知能チップ評価、人工
知能リスク管理評価、テキストOCRテクノロジーとアプリケーション等
について議論

• 標準策定グループが専門家の推奨事項に基づき、標準ドラフトの
修正を実施予定

 参加者：
• Sun Wenlong国立人工知能標準化グループ事務局長、Wu Wenjun 

CESI研究所副総裁、Mei Wei CESI副局長をはじめ、機械・計装統合
技術経済研究所、AI開発、研究、利用の分野から60以上の機関

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http://www.

cesi.cn/20

1909/5626

.html
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共通 マレー
シア

8-A1 通信マルチ
メディア省は
データ・AIに
係る国家政
策を策定

9月12日 通信マルチメディア大臣Gobind Singh Deo氏はマレーシア国内の
データ取り扱い・AI活用を規定する国家政策の策定方針を公表

 背景：
• マレーシアはインダストリー4.0の実現に向けて、2015年にAIエコ
システム構想「National AI Framework」の開発に着手

 政策の方向性：
• AIエコシステム構想の延長線として、通信マルチメディアを最優先
アジェンダとすることを規定

• 主にデータの保管・分析における取り扱い方法を規定
 今後の予定：

• 現在は意見聴取の段階であり、具体的な発行時期についての言及は
なし

Star Online https://www

.thestar.co

m.my/tech/t

ech-

news/2019/

09/12/gobi

nd039s-

ministry-

working-

on-a-

national-

data-and-

ai-policy

ベト
ナム

8-A2 ホーチミン
市は個人情
報保護法の
策定を要求

9月24日 ホーチミン市は中央政府に対し、独立した包括的な個人情報保護法の
策定を要求

 背景：
• 現在ベトナムでは包括的な個人情報保護法がなく、既存の複数の
法令（Civil Code, Criminal Code, Consumer Protection Law, 

Technology Law等）に基づき、個人情報を管理・監督
• 個人情報をめぐる事件が近年多発しており、ホーチミン市においても
被害が拡大

 ホーチミン市による個人情報保護法に係る要求事項：
• 既存の法令から独立した体系であり、個人情報の取り扱いに係る
あらゆる使用シーンを想定した、包括的な内容が規定されていること
を要求

Baomoi https://bao

moi.com/tp-

hcm-kien-

nghi-co-

dao-luat-

ve-bao-

mat-thong-

tin-ca-

nhan/c/323

06294.epi
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テーマ別情報詳細 共通

https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/09/12/gobind039s-ministry-working-on-a-national-data-and-ai-policy
https://baomoi.com/tp-hcm-kien-nghi-co-dao-luat-ve-bao-mat-thong-tin-ca-nhan/c/32306294.epi
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共通 タイ 8-A3 タイのデジタ
ル経済社会
省は公共機
関・企業に
データ保護
に係る法令
の説明会の
開催・ガイド
ライン策定
を予定

9月26日 データ運用主体からの懸念の声を受け、タイのデジタル経済社会省は
2019年10月10日に、公共機関及び企業向けに、個人データ保護法
（Personal Data Protection Act）に関する説明会を開催し、
ガイドラインを策定する予定

 背景：
• タイ政府は、GDPRに基づいた個人データ保護法（Personal Data 

Protection Act ：PDPA）を2019年 5月に発効し、2020年5月まで
適用試用期間としている

• さらに、PDPAに紐づくサイバーセキュリティ管理を規定する法令も
短期的に発行する予定

• PDPAの発効については公共機関・企業を含むデータ運用主体から
懸念の声が多い

 説明会の概要：
• デジタル経済社会省は公共機関・企業を招き、PDPAの主要な要件や
最低限必要な対応を説明し、各組織における適用について討議

• 討議内容は以降発行されるガイドラインに反映する方針

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/b

usiness/17

58339/dat

a-law-

safe-for-

businesse

s
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共通分野関連記事詳細（22/30）
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https://www.bangkokpost.com/business/1758339/data-law-safe-for-businesses


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

共通 インド
ネシア

8-A4 インドネシア
政府はサイ
バーセキュ
リティに係る
法令の発行
を断念

9月27日 インドネシア政府は2019年9月末にサイバーセキュリティ管理に関わる
法令の発行を予定していたものの、複数の業界団体や一般市民からの
批判の声が相次ぎ、発行を断念

 背景：
• インドネシアにはサイバーセキュリティを包括的に管理する法令が
現在不在
• 現状を踏まえ、新たにサイバーセキュリティ管理の関連法案（UU 

Keamanan dan Ketahanan Siber： UU KKS）を策定
• 但し、UU KKSは、策定段階において十分に意見聴取をしておら
ず、国が情報を悪用するリスクがある要件が多数存在。また投票
期間が短く、要件漏れや、産業競争力低下を及ぼす要件に対する
懸念の声が集中

Kompas

PikiranRakyat

Katadata

https://nasi

onal komp

as com/rea

d/2019/09/

27/182416

11/ruu-

keamanan

-dan-

ketahanan

-siber-

dibatalkan-

ini-

alasannya

https://ww

w.pikiran-

rakyat com

/ekonomi/2

019/09/26/

asosiasi-e-

commerce

-ruu-

keamanan

-dan-

ketahanan

-siber-

hambat-

industri-40

https://kata

data.co.id/

berita/201

9/09/26/as

osiasi-e-

commerce

-menilai-

pembahas

an-ruu-

keamanan

-siber-

tergesa-

gesa
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共通分野関連記事詳細（23/30）

テーマ別情報詳細 共通

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/18241611/ruu-keamanan-dan-ketahanan-siber-dibatalkan-ini-alasannya
https://katadata.co.id/berita/2019/09/26/asosiasi-e-commerce-menilai-pembahasan-ruu-keamanan-siber-tergesa-gesa
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共通 ベト
ナム

8-A5 ベトナム
政府はイン
ダストリー
4.0に係る
サミットを
開催予定

9月26日 ベトナム政府はIndustry 4.0 Summit 2019（テーマ：「Digital Vietnam: 

Accelerating digital transformation toward sustainable 

development」をテーマとしたIndustry 4.0 Summit 2019を開催するこ
とを発表（10月2-3日予定）

 イベント開催に至る背景：
• 政府は2019年にNational Digital Transformation Projectを発表し、
デジタルエコノミーにおいて、東南アジアの上位3位に入る目標を提示

• そのために、2030年までのデジタルエコノミーにおける年間成長率を
20％に設定する等、デジタル分野に注力

 イベント開催目的：
• ベトナムにおけるデジタル関連事業開発の国内外からの協力を確保
• 国内のデジタル分野への国内外からの投資を促進

 イベントの注力分野：
• 下記5つの分野に注力：

1. Smart banking,

2. Smart cities

3. Smart production

4. Smart energy

5. Digital economy.

Open Gov 

Asia

https://ww

w.opengov

asia.com/v

ietnam-

plans-

industry-4-

0-summit/
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共通分野関連記事詳細（24/30）
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https://www.opengovasia.com/vietnam-plans-industry-4-0-summit/
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共通 国際 8-O1 米ムー
ディーズが
2021年まで
に「ブロック
チェーン標
準化」予測、
証券化に
メリット

9月9日 米格付け機関ムーディーズは、ブロックチェーン技術が2021年までに
標準化され、クロスチェーンの互換性が最大化されるとの見解を発表
（9月5日）
 Moody’s のレポートは、ISOが進めているブロックチェーン技術の標準化により、
ブロックチェーンの課題の一つである「互換性（Interoperability）」の改善が見込
まれると発表

 標準化によって期待される効果：
• 異なるブロックチェーンにおいて、それぞれのブロックチェーンに搭載
されているdAppsの互換性、およびレガシー・ITシステムとブロック
チェーンの互換性を改善

• ブロックチェーンのエコシステム確立を促進
• 運用上及び法的/規制上のリスクが軽減の達成による、テクノロジーを
使用した証券化に対する信用力向上

COIN POST https://coin

post jp/?p=

105874

8-O2 シュナイ
ダーエレクト
リックは、
ISA Global 

Cybersecur

ity Alliance
の設立メン
バーに

9月12日 シュナイダーエレクトリックは、新しいISAグローバルサイバーセキュリティ
アライアンスの創設メンバーに参画

 ISAグローバルサイバーセキュリティアライアンス設立目的：
• グローバル製造及び重要インフラストラクチャのインストールと
プロセスにおけるサイバーセキュリティ関連の準備と認識の促進

 ISAグローバルサイバーセキュリティアライアンス目標：
• オープンな環境で知識とスキルを共有
• サイバーセキュリティの意識向上、当局、規制当局、利害関係者
組織間の意識向上

• 標準の開発と採用を加速
• ISA 62443( 制御セキュリティ規格)を関連市場に拡張し、標準の実装
において特定業種をサポート

my news desk http://www.

mynewsde

sk.com/fi/s

chneider-

electric-

finland/pre

ssreleases

/schneider

-electric-

liittyy-isa-

global-

cybersecur

ity-

allianceen-

perustajaja

esenenae-

2918706
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共通テーマ別情報詳細

https://coinpost.jp/?p=105874
http://www.mynewsdesk.com/fi/schneider-electric-finland/pressreleases/schneider-electric-liittyy-isa-global-cybersecurity-allianceen-perustajajaesenenae-2918706
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共通 国際 8-O3 ITUとシスコ
がデジタル
変革イニシ
アチブ
を開始

9月12日 ITUはCiscoと協力し、デジタル社会と経済への参画に必要なスキルを
持つ人々の育成を目的としたデジタルトランスフォーメーションセンター
イニシアチブを設立
 ITUとシスコはイニシアチブを通じ、特定技術分野においてデジタルスキル
トレーニングプログラムを実行予定

 トレーニング対象者：
• デジタルツールを使用しeサービスにアクセスするための基本的な
デジタルスキルを必要とする人

• 基本スキルおよび中級スキルを強化しようとする人
• ビジネスを発展させたい起業家

 今後の予定：
• 2020年1月から18か月間実行予定の第1フェーズに参画する
デジタルトランスフォーメーションセンターを10件特定予定

 本イニシアチブはILOの"Global Initiative on Decent Jobs for Youth"の一部で
ある"ILO-ITU Digital Skills for Jobsキャンペーン"を補完し、2030年の持続可能
な開発アジェンダの達成に直接貢献

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR14.aspx
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共通テーマ別情報詳細

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR14.aspx
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共通 国際 8-O4 4つのトレン
ドがISOの
将来の戦略
に影響を
与える

9月20日 ISOはISO総会で注目された4トピックについて、今後のISOの将来に
大きく影響を与える可能性があると発表
 討議を踏まえた上でISOにおける2030年までの戦略の方向性を決定する予定

 4トピックの内容とそれぞれに対するISO総会出席者の主な発言内容
（抜粋）：

• 「貿易の不確実性の増加」：より包括的な経済成長を確保するには基
準が重要であると強調

• 「社会的期待の変化」：シェアリングエコノミー等の新しいモデルは、
規制当局や政策立案者に新たな課題をもたらし、標準化が何らかの
解決につながる可能性があると強調

• 「持続可能性の緊急性」：気候変動の影響により世界の輸送分野を
変化させるような大きな影響があると言及

• 「デジタルトランスフォーメーション」：標準化コミュニティがデジタル
変換を受け入れるよう求められていると言及

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref243

6 html

8-O5 韓国がISO
の新理事国
に 7度目＝
日本も支持

9月22日 韓国産業通商資源部の国家技術標準院は、ISOの理事国に韓国が選出
されたと発表（9月22日）
 韓国が理事国を務めるのは1993年に初選出されて以来7度目となり、任期は

2020年から3年間
 選出までの流れ：

• 9月20日まで南アフリカ共和国で開かれたISO総会にて、任期満了に
伴い交代する2カ国の理事国の枠を9カ国で競争

• 日本や中国、東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国の支持を集めて
韓国が選出

聯合ニュース https://jp.y

na.co.kr/vi

ew/AJP20

19092200

0600882
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https://www.iso.org/news/ref2436.html
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190922000600882
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共通 国際 8-O6 新しい技術
の研究を推
進 ：ITU及
び浙江大学

9月23日 ITU事務局長のHoulin Zhao氏とその他のITUスタッフは浙江大学学長
のZhaohui Wu教授が率いる代表団とITU本部にて対談しMoUを締結（9
月初旬@スイス）
 AI、マルチメディア、eサービス、5G、デジタル放送、IoT、スマートシティ、ビッグ
データ、サイバーセキュリティ、データプライバシー等の新興技術に関連する問題
について討議

 MoU締結内容：
• グローバル、地域、国内のイベントにおける協力
• 無線通信、標準化、電気通信、ICT開発活動における共同研究への
協力

ITU News https://new

s.itu.int/ad

vancing-

research-

in-

emerging-

technologi

es-itu-and-

zhejiang-

university/

8-O7 AIで世界の
目標を前進
させる：国連
事務総長

9月26日 国連が、AIの発展において果たすべき3つの役割について紹介
 国連総会のハイレベルウィークに開催されたSDGアクションゾーンの一部で
あった「AIによるグローバル目標の推進」イベント（＠ニューヨーク）にて3つの役割
を発表

1. 予測分析分野において、よりスマートな作業を可能とする深層学習
アプリケーションを展開(既に取組み開始済)

2. イノベーション課題やデジタル公共財の形成への支援等のアプローチを
通じ、SDGsの達成に不可欠な分野における進歩・加速を支援

3. 世界規模におけるAIガバナンスのための法的及び倫理的枠組みの開発
支援を目的とし、UNの糾合力と規範的役割を活用

ITU News https://new

s.itu.int/ad

vancing-

the-global-

goals-with-

artificial-

intelligenc

e-un-

deputy-

secretary-

general/
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https://news.itu.int/advancing-research-in-emerging-technologies-itu-and-zhejiang-university/
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共通 国際 8-O8 国連がAIを
有効に活用
するために
行っている
こと

9月27日 ITUが「“United Nations Activities on Artificial Intelligence”
（AIに関する国連の活動）」と題するレポートを出版
 レポートでは30以上の国連機関及び部門が、人道危機への対応から気候
変動への取り組みまで、世界における最も喫緊な課題への対応のためのAIの活
用方法について説明

 レポート概要：
• 各機関はレポートにて組織全体でデータリテラシースキルを向上させ
る必要性を強調し、先進国と開発途上国の能力のギャップについて
警告

• また、責任あるイノベーションとAIの潜在的利点についてのより良い
理解を人々へ要求

ITU News https://new

s.itu.int/her

es-what-

the-un-is-

doing-to-

leverage-

ai-for-

good/

8-O9 日欧、デジ
タル・インフ
ラ投資で
連携
安倍首相ら
が署名

9月30日 日本はインド太平洋地域等での投資を対象とした「インフラに関する
EUパートナーシップ」に署名
 欧州連合（EU）とアジアの連結強化をテーマとした会議に安倍首相が出席し署名

 署名内容：
• インド太平洋、アフリカ、中央アジア、西バルカンなどでの投資につい
て協力

 連携内容：
• 民間投資、運輸、エネルギー、教育研究等の分野における連携、個別
地域のインフラ整備方針を確認

• インフラ需要が著しいアフリカでは道路や港湾など交通網の
建設・維持を重視し整備計画を策定予定

• インド太平洋地域では海洋資源管理や廃棄物管理に協力して
取り組む予定

日本経済新聞 https://ww

w.nikkei co

m/article/D

GXMZO50

303500X2

0C19A9E

A3000/
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https://news.itu.int/heres-what-the-un-is-doing-to-leverage-ai-for-good/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50303500X20C19A9EA3000/
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共通 国際 8-O10 5Gはブダペ
ストでの
CTO会議で
議論を支配

9月10日 ITU Telecom World 2019に合わせCTO Meetingsを開催
（9月10日@ブタペスト）
 出席者は業界ニーズと関連する標準化の優先事項について議論

 出席者：
• China Mobile、du、Ericsson、Fujitsu、Futurewei Technologies、

Global Voice Group、Huawei、Juniper Networks、Nokia、NTT、
Orange、Rohde＆Schwarz、Symante、Telkom Indonesia、TELUS
、TunisieTélécom、UNITEL、Verizon等、企業の代表者

 会議では、ITUにおける標準化活動との関連性が高まっている情報通信技術
（ICT）の動向についてまとめた公式声明(コミュニケ)を発行

ITU News https://new

s.itu.int/5g-

dominates

-debate-at-

cto-

meeting-

in-

budapest/

8-O11 ITU 

Telecom 

World 2019
は、生活を
改善する
技術革新に
焦点

9月12日 ITUはITU Telecom World 2019を開催（9月9日～12日@ブタペスト）
 ITU Telecom World 2019内容（抜粋）：

• スマートABC（スマートAI、銀行、都市）、5G、スマート農業、電子廃棄
物管理、衛星・スマートトランスポート、スマートホーム、気候変動緩和、
ペットヘルスケア、デジタルファイナンス分野の展示

• 政府、主要なICT業界のプレーヤー、国際機関、高成長中小企業、コ
ンサルタント、学界、メディア等を集めたハイレベルフォーラムの開催

• ITU Telecom World Awards Ceremonyを開催しファイナリストと受
賞者を発表

• ビジネスマッチングを目的としたネットワーキングイベントを実施

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR13.aspx

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

MA14 asp

x
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【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(6/6)

共通分野関連記事詳細（30/30）

共通テーマ別情報詳細

https://news.itu.int/5g-dominates-debate-at-cto-meeting-in-budapest/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR15.aspx
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引(Eコマース)、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ 英国 1-E1
BSIがデジタル識別と顧客認証の実施に関する規格を
発行

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E2 ePrivacyを再考する時
European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and 

Healthcare IT Industry(COCIR)

✔ 欧州 1-E3 EUは「グリーン」投資とは何かに取り組む Reuters

✔ ✔ 米国 1-U1
暗号資産「リブラ」“承認得るまで発行せず ”

CEOが議会で
NHK News Web

✔ ✔ 米国 1-U2 フェイスブックの暗号資産リブラ、逆境の中で運営団体が発足 JETRO

✔ 米国 1-U3
スペクトルをカバーする自主基準：貯蓄債券から露出計
まで

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 中国 1-C1
中国の製油所が精製能力強化のために1億4,000万ドルのグ
リーンボンドを発行

Reuters

✔ 中国 1-C2 ISO / TC68 / SC9 / SG1が最初のウェブ会議を開催 全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C3 広東省、香港、マカオ大湾区で初の金融業界規格が発行 全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C4 ISO監査データサービス技術委員会の設立が承認 国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ 中国 1-C5 中国が2020年1月に発効する「暗号法」を初めて可決
Cointelegraph
仮想通貨Watch

✔ 中国 1-C6
FacebookのLibraが衰退する中、中国は独自のデジタル通貨
の発売を準備

Fortune

✔ ✔ 中国 1-C7
中国、電子決済やブロックチェーン製品を認証する規制当局
を新設【フィスコ・ビットコインニュース】

幻冬舎ゴールドオンライン

✔ ✔ 中国 1-C8
中国テンセント、ブロックチェーンベースの国際的
インボイス規格策定を主導

Coindesk

✔ ✔ 中国 1-C9
中国、デジタル決済とブロックチェーン製品の新たな規制を発
表

Coindesk

✔ ✔ ベトナム 1-A1
ベトナムとフィンランド：ブロックチェーントレーサビリティ
テクノロジーを利用した企業支援

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ASEAN 1-A2
フィンテック企業は規制当局に対し、東南アジア市場を
発展させるためのさらなる開放性を要求

Tech in Asia
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(1/22)
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ 国際 1-O1
EU、中国、その他の国は「グリーン」投資資金を調整するため
にチームを組む

Reuters

European Commission(EC)

✔ 国際 1-O2
【国際】CBI、中央銀行に気候変動緩和策を提言。量的
緩和でのグリーン資産優先購入やブラウン・タクソノミー等

Sustainable Japan

✔ 国際 1-O3
【国際】中銀・金融当局連合NGFS、中央銀行のESG投資ガ
イダンス発行。気候変動は金融リスクの発生源

Sustainable Japan

✔ 国際 1-O4
【国際】PRI、UNEP FI等、ESG投資とフィデューシャリー・
デューティーの関係に関する最終報告書発表

Sustainable Japan

✔ ✔ 国際 1-O5 中国企業がブロックチェーン請求書のための標準開発を主導 Global Times

✔ ✔ 国際 1-O6
ITUが世界で最も包括的な標準化プラットフォームである
ように努力する理由：Bilel Jamoussi

ITU News

✔ 国際 1-O7
「UN Climate Finance＆Sustainable Investing Conference 

2019」で国連SDGsに関する6つのトピックについて議論
PR Newwire

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E1 EUは無駄で修理不能な製品のプラグを抜く
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

European Commission(EC)

✔ 欧州 2-E2
MedTech Europeはデジタルヘルスの相互運用性に
関するポジションペーパーを公開

Alliance of European medical technology 

industry associations(MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E3
MDRの実装をサポートするために公開された安全性
および臨床パフォーマンスガイダンスの概要

Alliance of European medical technology 

industry associations(MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E4
医療機器および体外診断医療機器の専門家パネルへの

expression of interestを呼びかけ
Alliance of European medical technology 

industry associations(MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E5
医療機器機械指令(2006/42/EC)のEHSR適用に関する

COCIRの勧告

European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and 

Healthcare IT Industry(COCIR)

✔ ✔ ✔ 英国 2-E6 BSIがデジタル識別と顧客認証の実施に関する規格を
発行

British Standards Institution (BSI)
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ 欧州
2-E7

ePrivacyを再考する時
European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and 

Healthcare IT Industry(COCIR)

✔ ドイツ 2-E8
ドイツはデジタルヘルス改革でEUのリーダーになることを目
指す

POLITICO

✔ 英国 2-E9
英国のヘルスケア、品質及び標準化団体が協働し、臨床サー
ビスの認定を支援

British Standards Institution (BSI)

✔ 英国 2-E10
BSIは英国における体外診断用医療機器規則(IVDR)の
指定を獲得

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E11 コネクテッド製品は消費者を失望させてはいけない
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E12 5つの家電製品の新しいエコデザインルール

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

The European Consumer Organisation 

(BEUC)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E13
ECOSとパートナーは欧州でRight to Repairキャンペーンを
開始

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ 米国 2-U1
ASTM International Groupが再利用可能な医療機器の
クリーニングガイドを承認

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 2-U2
米国退役軍人省及びULの調査によると、UL Cybersecurity 

Standardは接続された医療機器のリスク管理を提供
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ 米国 2-U3
ULとCBREが中国で健全な建物を共同で推進するための戦
略的協力を達成

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 2-U4
ANSIが全国障害者雇用意識月間を守るための幅広い
努力に参加

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国 2-U5
Accelleraは、機能安全のための設計自動化とツールの
相互運用性に対処するための標準化イニシアチブを発表

Globe Newswire

✔ ✔ ✔ 中国 2-C1
「IoTエッジコンピューティングパート1：一般要件」標準化キッ
クオフミーティングを開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ 中国 2-C2
家電に関する3つの必須国家規格の草案作成に関する
第2回ワーキンググループ会議を開催

家電及び軽工業標準技術産業研究院

(SAC/TC46)

✔ ✔ ✔ 中国 2-C3 研究所が参加したロボット安全の国家規格が正式に発行 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 2-C4
中国電子技術標準化研究院(CESI)が第2回接続技術と
標準化に関するセミナーを共催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ 中国 2-C5
ルームエアコンなどの製品エネルギー効率規格識別の
実装に関するセミナーが北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国 2-C6 ルームエアコン製品規格と技術開発動向セミナー
家電及び軽工業標準技術産業研究院

(SAC/TC46)

✔ 中国 2-C7 北京病院建設革新フォーラムが盛大に終了 中国標準化協会(CAS)

✔ 国際/中国 2-C8
第2回中国看護情報学会議–抄録募集、締め切りは

2019年10月20日
International Medical Informatics 

Association(IMIA)

✔ ✔ ✔ シンガポール 2-A1 IoTセキュリティに関するランドスケープリサーチ Cyber Security Agency of Singapore (CSA)

✔ シンガポール 2-A2
医薬品を患者の望む場所へ安全配送するのをサポート
する初の国家規格

Enterprise Singapore

✔ インドネシア 2-A3
BSNによる医療機器向けSNI実装の具体的なステップ
としての、医療機器分野におけるSNI適用ワークショップ

インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ 国際 2-O1 高齢者の自立を支援 IEC Blog

✔ 国際 2-O2
NTTのIoTシステム向けメッセージ認証技術「LightMAC」

ISO／IEC 29192-6に採択
atmarkit

✔ 国際 2-O3
ISOは最近、医薬品識別用語のメンテナンスに関する技術レ
ポートをリリース

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 国際/中国
2-O4 第2回中国看護情報学会議–抄録募集、締め切りは

2019年10月20日
International Medical Informatics 

Association(IMIA)

✔ 国際 2-O5 国際的なイベントにて5Gと健康リスクを調査 IEC Blog

✔ 国際 2-O6
IEC規格は業界および規制当局向けであり、医療機器
シンポジウムを承認

IEC Blog

✔ 欧州 3-E1
製造者インシデント報告フォームの改訂と新しい警戒関連ガ
イダンス文書の公開

Alliance of European medical technology 

industry associations(MedTech Europe)
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ 欧州 3-E2 コネクテッド製品は消費者を失望させてはいけない
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ 英国 3-E3 BSIはデジタルテクノロジーの適用ガイドで製造業を後押し British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ 英国 3-E4
BSIは、建設業界に対し競争優位性の獲得のために
デジタル変革を要求

British Standards Institution (BSI)

✔ 米国 3-U1
米国試験材料協会(ASTM)が9つの積層造形(3D印刷)
標準化研究プロジェクトの資金調達を発表

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 米国 3-U2
デジタル製造に関するINCITS技術委員会が専門家を
募集

InterNational Committee for Information 

Technology Standards (INCITS) 

✔ ✔ 米国 3-U3
IIoTは、ほぼすべての産業用アプリケーションの
ネットワークエッジに接近

The International Society of Automation

(ISA)

✔ ✔ ✔ 米国 3-U4 Accelleraは、機能安全のための設計自動化とツールの
相互運用性に対処するための標準化イニシアチブを発表

Globe Newswire

✔ ✔ ✔ 中国 3-C1 「IoTエッジコンピューティングパート1：一般要件」標準化キッ
クオフミーティングを開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 3-C2
米国電気電子学会(IEEE)インテリジェント
マニュファクチャリング標準委員会が設立

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 3-C3 中国電子技術標準化研究院(CESI)が第2回接続技術と
標準化に関するセミナーを共催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 3-C4

国家標準化管理局は、重庆、中国光谷、长株潭、成都、
智能电网の5つの国家技術標準イノベーション基地の
設立を認可

国家市場監督管理総局 (SAMR)

✔ 中国 3-C5
グリーンファクトリー構築専門家による企業のニーズ収集につ
いて

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 3-C6 CISPR 32国家標準ワーキンググループ会議が開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ 中国 3-C7 電気電子産業のためのグリーン製造標準化フォーラムを開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 3-C8
2019年世界インテリジェント製造会議-標準アプリケー
ションとインテリジェント製造フォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ 中国 3-C9
国家標準化管理委員会は、民間航空などの6つの国家
技術標準イノベーション基盤の確立を承認

国家標準化委員会(SAC)
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✔ ✔ ✔ 中国 3-C10

National Technical Standards Innovation Base(Smart 

Grid)は、標準化研究プロジェクト及びパイロット実証
プロジェクトを公募

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 3-C11 河北省の製造品質改善プロジェクトを完了 中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 3-C12 研究所が参加したロボット安全の国家規格が正式に発行 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 3-C13
中国電子技術標準化研究院(CESI)が、産業安全および
安全保護に関するイベントを後援

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 3-C14
グリーンコンピューティングサーバーのBIOS規格セミナーを
開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ベトナム 3-A1
情報通信省と2020年の品質保証に関する作業計画に
ついて議論

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ ✔ シンガポール 3-A2
IoTセキュリティに関するランドスケープリサーチ Cyber Security Agency of Singapore (CSA)

✔ シンガポール 3-A3
Industry 4.0の変革をサポートする規格を適用するための企
業向けの拡張ツール

Enterprise Singapore 

✔ シンガポール 3-A4

Singapore Standards Councilはシンガポール軍と協力し

Additive Manufacturingに関する初の国家技術基準を
策定

Enterprise Singapore 

✔ ✔ ASEAN 3-A5 インフラストラクチャの生産性向上を促進するASEAN ASEAN

✔ ベトナム 3-A6 ベトナムが技術サミットと国際博覧会を開始 Open Gov Asia

✔ ✔ 国際 3-O1 デジタル化およびインダストリー4.0へのIECの貢献 IEC Blog

✔ 英国 4-E1 BSIは自動運転車の安全性に関するコメントを呼びかけ British Standards Institution (BSI)

✔ ドイツ 4-E2 Climate Protection Program 2030とVDA
German Association of the Automotive 

Industry(VDA)

✔ ✔ ✔ 欧州
4-E3

コネクテッド製品は消費者を失望させてはいけない
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ ✔ 英国 4-E4 英国は気候変動に更に迅速に取り組む
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 
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✔ ✔ 欧州 4-E5
鉄道供給業界：欧州委員会は、欧州のグローバル
リーダーシップを維持するための推奨事項を受領

European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs

✔ 欧州 4-E6 車両データとサイバーセキュリティ
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ 米国 4-U1
カリフォルニアの強力な自動車排出基準を設定する権利を否
定することは、すべてのアメリカ人にとって悪影響

U.S, PIRG

✔ 米国 4-U2
複数の通信技術の共存有効性に関する接続された車両
沿道のインフラストラクチャーに関する規NEMA規格

National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ 米国 4-U3 鏡のない未来？NHTSAは外部カメラへのインプットを要求
Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U4 ブロックチェーンが車をドライバーの支払い手段に変える NIKKEI ASIAN REVIEW

✔ ✔ 米国 4-U5 「宅配便をドローンが運ぶ」、米国の一部で本格展開 JBpress

✔ ✔ ✔ 米国 4-U6 Accelleraは、機能安全のための設計自動化とツールの
相互運用性に対処するための標準化イニシアチブを発表

Globe Newswire

✔ 中国 4-C1
中国自動車機能安全性試験ライブラリを国際シンポ
ジウムにおいて公開

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C2
中国自動車技術研究センター自動車安全技術標準革新チー
ムは技術交流のために日本を訪問

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ ✔ ✔ 中国 4-C3
国家標準化管理局は、重庆、中国光谷、长株潭、成都、
智能电网の5つの国家技術標準イノベーション基地の
設立を認可

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ 中国 4-C4
2019年第3回C-NCAP(中国車両安全基準)評価の結果を発
表

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C5
標準技術部が成都で自動車の「スリーインワン試験」の標準
化に関する調査を実施

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 4-C6

「カーシート、シート固定装置、ヘッドレストの強度要件と
試験方法」など、20の国家規格の発行と2つの国家規格の改
訂を発表

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国 4-C7

国家主要研究開発計画「新たなスマートシティ技術標準
システムおよび標準サービスプラットフォーム」プロジェクトの
キックオフミーティングが北京で開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)
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✔ 中国 4-C8

GB/T 18655-2018モーター負荷測定の不確実性評価
ワーキンググループとCISPR 36の国家規格化ワーキンググ
ループのキックオフ会議を開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C9
深セン標準国際化および革新的都市デモンストレーションに
係る専門家グループを承認

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 4-C10
ISO/TC 268 Sustainable cities and communitiesの秋の
ワーキンググループ会議を武漢で開催

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 4-C11
中ロシア民間航空機標準タスクフォースの第8回作業会議が
ロシアのサンクトペテルブルクで開催

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 4-C12
第5回全国自動車標準化技術委員会車両動力学
小委員会の設立会議が廈門市で開催

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ ✔ ✔ 中国 4-C13
CISPR 32国家標準ワーキンググループ会議が開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 4-C14
自動車に関する国家規格「電気自動車DCDC
コンバーター」へのコメント

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ ✔ 中国 4-C15
「水素エネルギー自動車燃料液体水素」などの3つの国家規
格に関するシンポジウムが北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 4-C16
天津で開催された電気自動車のワイヤレス充電
ワーキンググループ会議

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C17
ピックアップトラック標準研究ワーキンググループの第4回会
議が北京で開催

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C18

自動車部品委員会の自動車部品ネットワークの自動運転標
準ワーキンググループの第4回会議が福建省平潭で
開催

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C19 中国代表団がIEC / TC69会議に出席 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C20 車両の運転条件に関する中国の国家基準が正式に発行 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)
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✔ 中国 4-C21
国家自動車技術情報センターは、国家技術標準
イノベーションベース(自動車)の構築主体として承認

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)
中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C22
自動車標準化技術委員会は「車両オペレーティング
システムの標準システム」を発行

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C23 車両の運転条件に関する中国の国家規格が正式に発表 中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C24
中国自動車技術研究センターHuawei Smart Carと協力
協定を締結

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ ✔ 中国 4-C25 国家標準化管理委員会は、民間航空などの6つの国家
技術標準イノベーション基盤の確立を承認

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ 中国 4-C26
National Technical Standards Innovation Base(Smart 

Grid)は、標準化研究プロジェクト及びパイロット実証
プロジェクトを公募

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ 中国 4-C27 中国電子技術標準化研究院(CESI)が第2回接続技術と
標準化に関するセミナーを共催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 4-C28
第11回電気自動車の規格および規制に関する国際
シンポジウムを開催

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C29
2019年第5回自動車電磁両立性技術に関する国際
シンポジウムを開催

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C30

モバイルトラベルの新しいモードのためのSAECEE-

Intelligent Networked Automotive Technology Architecture 

Conferenceに参加
中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ 中国 4-C31
「キャンパスに入る自動車標準化」のテーマが江蘇大学で開
催

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 国際/中国 4C-32
ASAMとCATARCは、ASAM標準化のために中国市場を開
拓する共同イニシアチブを開始

Association for Standardisation of 

Automation and Measuring Systems (ASAM 

e.V.)

✔ ベトナム 4-A1
規格・計量・品質総局の副部長：スマートシティ開発に標準を
適用

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ インドネシア 4-A2 より良い質、より良い生活-Sidang Tahunan IEC 2019 インドネシア国家標準化庁(BSN)

1684

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(9/22)

テーマ別情報一覧

再掲

再掲

再掲



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ベトナム 4-A3
ISO 26262規格：成長する自動車産業向けの
ソリューション

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ シンガポール 4-A4
IMDAが公共スペースのデジタル表示パネルの規制に
関する業界の意見を募集

シンガポール通信メディア開発庁(IMDA)

✔ ✔ ASEAN
4-A5 インフラストラクチャの生産性向上を促進するASEAN ASEAN

✔ インドネシア 4-A6
コミュニティでの快適な暮らしのため、BSNは市/県に対しSNI 

Smart Cityの適用を推進
インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ ✔ ベトナム 4-A7
2019年世界標準の日を祝福：標準化はグローバルな統合を
促進

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ シンガポール 4-A8 ASEANとEUがインテリジェント輸送システムについて議論 ASEAN

✔ インドネシア 4-A9
協力の強化-BSNとKATSがインテリジェント輸送システムと建
設資材に関する国際セミナーを開催

インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ ASEAN 4-A10
韓国がスマートシティに関するアジア地域のシンポジウムを開
催

The Korea Herald

✔ 国際 4-O1 BMWがOpen Simulation Interface(OSI)をASAMに移行
Association for Standardisation of 

Automation and Measuring Systems (ASAM 

e.V.)

✔ ✔ 国際 4-O2 リチウムイオンの先駆者がノーベル賞を受賞 IEC Blog

✔ 国際/中国
4-O3 ASAMとCATARCは、ASAM標準化のために中国市場を開

拓する共同イニシアチブを開始

Association for Standardisation of 

Automation and Measuring Systems (ASAM 

e.V.)

✔ 国際 4-O4 コネクテッドカー標準に関する戦い IEC Blog

✔ 国際 4-O5 世界都市デーを祝う IEC Blog

✔ ✔ ✔ 国際 4-O6
ITU Green Standards WeekはCall to Actionを採用し、
スマートで持続可能な都市への移行を加速

ITU NEWS

✔ 国際 4-O7
ASAMは、シナリオおよび車両データの標準化された
ラベリングと保管に関する新しい標準をフォローアップ

Association for Standardisation of 

Automation and Measuring Systems (ASAM 

e.V.)
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✔ 国際 4-O8 自動運転に関するASAM国際会議2019

Association for Standardisation of 

Automation and Measuring Systems (ASAM 

e.V.)

✔ ✔ ✔ 欧州 5-E1
EUは無駄で修理不能な製品のプラグを抜く

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

European Commission(EC)

✔ ✔ ✔ 欧州 5-E2
5つの家電製品の新しいエコデザインルール

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

The European Consumer Organisation 

(BEUC)

✔ ドイツ 5-E3 IECは循環経済をどのように形成できるか？
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 欧州 5-E4
Rethink Plasticからの新しいレポート：EU諸国が使い捨てプ
ラスチックをやめ、再利用可能なものに切り替える方法

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ドイツ 5-E5 家電製品の資源効率に関する新しいエコデザイン規制
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 英国 5-E6 政府が画期的な環境法案を導入
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ ✔ 英国 5-E7 英国は気候変動に更に迅速に取り組む
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ スウェーデン 5-E8
社会的持続可能性についてAle市のアジェンダ2030への参入
持続可能性の規格はアジェンダ2030への道を先導

Swedish Standards Institute(SIS)

✔ ✔ スウェーデン 5-E9
アジェンダ2030の経験を共有するための重要な会議
プラットフォーム

Swedish Standards Institute(SIS)

✔ 欧州 5-E10 包装に関する必須要件の改訂
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ 欧州 5-E11
生分解性プラスチック–失敗したプラスチック防止政策の
便利な解決策？

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)
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✔ ✔ 英国 5-E12 ランドマーク環境法案は前進
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ドイツ 5-E13 プラスチックのリサイクル Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ ✔ 欧州 5-E14
エコデザイン製品の水平修理基準がCENELECの承認を獲
得

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E15 スライドと記録-標準化と環境に関するウェビナー
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州 5-E16
ECOSとパートナーは欧州でRight to Repairキャンペーンを
開始

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ 欧州 5-E17
実践的なヒントと共同ディスカッション：ECOSトレーニングセッ
ションの要約

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ 欧州 5-E18 循環経済に焦点 Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ ✔ 米国 5-U1
公式：プロフェッショナルサービス向けの最初のサステナ
ビリティ規格

GreenBiz

✔ ✔ 米国 5-U2 UL Sustainability Forumは報告と測定に重点 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 中国 5-C1
エクスプレスグリーンパッケージの標準化に関する共同
作業グループの初会議

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ 中国 5-C2
「炭素排出基準の段階的作業計画に関する研究」の
キックオフミーティングが北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国 5-C3 電気電子産業のためのグリーン製造標準化フォーラムを開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ 中国 5-C4
雲南省は、世界標準の日のテーマ活動を開催、
認識された標準規格に国民の注意を向ける

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ インドネシア 5-A1
インドネシアのISO/TC 323 Circular Economyのメンバー参
加を奨励

インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ ASEAN 5-A2
AICHRは、効果的な環境影響評価のための権利ベースのフ
レームワークについて議論

ASEAN

✔ ベトナム 5-A3 TCVN Plasticsに関するコメントを募集
Vietnam Standards and Quality Institute 

(VSQI)
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✔ インドネシア 5-A4
BSNと産業省には相乗効果があり、環境的に安全な

SNI Plastic開発に一貫性を担保
インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ 国際 5-O1 環境に配慮した設計、一歩一歩 IEC Blog

✔ 国際 5-O2
ITUがグローバルな電子廃棄物の課題にどのように対応
しているか

ITU NEWS

✔ 国際 5-O3
エコマーク(日本)と中国環境ラベル(中国)との相互認証
協定を活用した初の商品が誕生

時事ドットコム

✔ ✔ ✔ 国際 5-O4 ITU Green Standards WeekはCall to Actionを採用し、
スマートで持続可能な都市への移行を加速

ITU NEWS

✔ 国際 5-O5 IECが上海で循環経済に関するワークショップを開催 IEC Blog

✔ 国際 5-O6
ACEAは、IEC GMで標準化と循環経済に関する
ワークショップを開催

IEC Blog

✔ ✔ 国際 5-O7 デジタル化およびインダストリー4.0へのIECの貢献 IEC Blog

✔ ✔ ✔ 欧州 6-E1
EUは無駄で修理不能な製品のプラグを抜く

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

European Commission(EC)

✔
ドイツ
オランダ 6-E2

Altmaier連邦経済エネルギー大臣とオランダWiebes氏が署
名したEnergiewendeに関する覚書

Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ 欧州 6-E3
5つの家電製品の新しいエコデザインルール

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

The European Consumer Organisation 

(BEUC)

✔ ドイツ 6-E4
連邦経済エネルギー省は、土地の風力エネルギーを強化す
るための作業計画を提示

Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ 英国 6-E5 英国は気候変動に更に迅速に取り組む
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ 英国 6-E6
政府が画期的な環境法案を導入

Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 
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✔ ✔ 欧州 6-E7 鉄道供給業界：欧州委員会は、欧州のグローバル
リーダーシップを維持するための推奨事項を受領

European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs. 

Standardization mandates

✔ ✔ スウェーデン 6-E8 社会的持続可能性についてAle市のアジェンダ2030への参入
持続可能性の規格はアジェンダ2030への道を先導

Swedish Standards Institute(SIS)

✔ ✔ スウェーデン 6-E9 アジェンダ2030の経験を共有するための重要な会議
プラットフォーム

Swedish Standards Institute(SIS)

✔ ドイツ 6-E10 連邦内閣は、 Building Energy Act (GEG)法案を可決
Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ 英国 6-E11 BSIは、建設業界に対し競争優位性の獲得のために
デジタル変革を要求

British Standards Institution (BSI)

✔ 英国 6-E12
低所得世帯に、家庭のエネルギー改善のために信頼
できる商人を保証

Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ 欧州 6-E13 EU理事会、船舶排出規則の改訂に関する見解に同意 Energy Live News

✔ ✔ 英国 6-E14 ランドマーク環境法案は前進
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ 欧州 6-E15 エコデザイン製品の水平修理基準がCENELECの承認を獲
得

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ フランス 6-E16 調査：ISO 50001は省エネルギーを保証
Association française de normalization 

(AFNOR)

✔ 欧州 6-E17 Citizens’ Energy ForumでのANEC

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ 欧州 6-E18 スライドと記録-標準化と環境に関するウェビナー
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州 6-E19 ECOSとパートナーは欧州でRight to Repairキャンペーンを
開始

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ 米国 6-U1 メキシコのエネルギー計画システムの新しい要件 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
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✔ 米国 6-U2
新規ASTM国際規格は、建物のエネルギー性能を評価
することが目的

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 6-U3
パナソニックは、新しい技術により、電力線を介した
ブロードバンドの配信への関心を喚起

IEEE Spectrum

✔ ✔ 米国 6-U4 公式：プロフェッショナルサービス向けの最初のサステナ
ビリティ規格

GreenBiz

✔ ✔ 米国 6-U5 ULとCBREが中国で健全な建物を共同で推進するための戦
略的協力を達成

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 6-U6 USMCAの下で調和されるエネルギー効率規制
National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ 米国 6-U7 ASHRAEがエネルギー基準90.1を更新 facilitiescnet

✔ ✔ 米国 6-U8
UL Sustainability Forumは報告と測定に重点 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

米国 6-U9 IIoTは、ほぼすべての産業用アプリケーションのネットワーク
エッジに接近

The International Society of Automation
（ISA）

✔ ✔ ✔ 中国 6-C1 「IoTエッジコンピューティングパート1：一般要件」標準化キッ
クオフミーティングを開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 6-C2
国家標準化管理局は、重庆、中国光谷、长株潭、成都、
智能电网の5つの国家技術標準イノベーション基地の
設立を認可

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ 中国 6-C3
国家主要研究開発計画「新たなスマートシティ技術標準
システムおよび標準サービスプラットフォーム」プロジェクトの
キックオフミーティングが北京で開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ 中国 6-C4
CISPR 32国家標準ワーキンググループ会議が開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ 中国 6-C5 「水素エネルギー自動車燃料液体水素」などの3つの国家規
格に関するシンポジウムが北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国 6-C6 「炭素排出基準の段階的作業計画に関する研究」の
キックオフミーティングが北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 6-C7
国際電気標準会議(IEC)国際規格の初の中国語版が
発行

国家標準化委員会(SAC)
国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ 中国 6-C8 研究所が参加したロボット安全の国家規格が正式に発行 中国電子技術標準化研究院 (CESI)
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✔ ✔ ✔ 中国 6-C9
National Technical Standards Innovation Base(Smart 

Grid)は、標準化研究プロジェクト及びパイロット実証
プロジェクトを公募

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 6-C10
China Photovoltaic Industry Associationの2つの
グループについて標準技術事前試験会議を開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ 中国 6-C11 ルームエアコンなどの製品エネルギー効率規格識別の
実装に関するセミナーが北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国 6-C12 ルームエアコン製品規格と技術開発動向セミナー
家電及び軽工業標準技術産業研究院

(SAC/TC46)

✔ ✔ 中国 6-C13 雲南省は、世界標準の日のテーマ活動を開催、
認識された標準規格に国民の注意を向ける

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ シンガポール 6-A1
IoTセキュリティに関するランドスケープリサーチ Cyber Security Agency of Singapore (CSA)

✔ ✔ インドネシア 6-A2 より良い質、より良い生活-Sidang Tahunan IEC 2019 インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ シンガポール 6-A3
シンガポールは気候変動と戦うために太陽光発電を大胆に実
施

South China Morning Post

✔ インドネシア 6-A4 インドネシアが屋上PVのルールを改善 PV magagine

✔ ✔ ベトナム 6-A5 2019年世界標準の日を祝福：標準化はグローバルな統合を
促進

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ 国際 6-O1 リチウムイオンの先駆者がノーベル賞を受賞 IEC Blog

✔ 国際 6-O2 IEC GMにおいて中国語で発行される最初のIEC文書 IEC Blog

✔ ✔ ✔ 国際 6-O3 ITU Green Standards WeekはCall to Actionを採用し、
スマートで持続可能な都市への移行を加速

ITU NEWS

✔ 欧州 7-E1
Ecommerce Europeは、9月23日と24日に作業委員会
会議を開催し成功

Ecommerce Europe

✔ ✔ ✔ 英国 7-E2 BSIがデジタル識別と顧客認証の実施に関する規格を
発行

British Standards Institution (BSI)
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✔ ✔ ✔ 欧州
7-E3

ePrivacyを再考する時
European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and 

Healthcare IT Industry(COCIR)

✔ ドイツ 7-E4
Ecommerce Europe は、電子プライバシー規制の新たな開
始を要求

Händlerbund 

✔ ドイツ 7-E5 Händlerbund は連邦経済エネルギー省と会合 Händlerbund 

✔ 欧州 7-E6
欧州銀行監督局はEUにおけるSCA移行計画の期限に
関する意見を発表

Ecommerce Europe

✔ 欧州 7-E7 活動の状態：欧州委員会における最新動向は何か？ Ecommerce Europe

✔ ドイツ 7-E8 EUはドイツに対する市場責任に関する訴訟を開始 Händlerbund 

✔ 欧州 7-E9 ACEPI Portugal Digital Summit ’19に参加しましょう！ Ecommerce Europe

✔ 欧州 7-E10
デジタルおよび小売部門は、新しいEU指令に向けて準備を
加速

Ecommerce Europe

✔ ✔ 米国 7-U1 暗号資産「リブラ」“承認得るまで発行せず ”

CEOが議会で
NHK News Web

✔ ✔ 米国 7-U2 フェイスブックの暗号資産リブラ、逆境の中で運営団体が発足 JETRO

✔ ✔ 米国 7-U3 「宅配便をドローンが運ぶ」、米国の一部で本格展開 JBpress

✔ ✔ 中国 7-C1 中国、電子決済やブロックチェーン製品を認証する規制
当局を新設【フィスコ・ビットコインニュース】

幻冬舎ゴールドオンライン

✔ ✔ 中国 7-C2 中国テンセント、ブロックチェーンベースの国際的
インボイス規格策定を主導

Coindesk

✔ ✔ 中国 7-C3 中国、デジタル決済とブロックチェーン製品の新たな規制を発
表

Coindesk

✔ タイ 7-A1
ETDAは、タイ工業規格協会による規格のオンライン販売を支
援

Thai e-Commerce Association(ETDA)

✔ ✔ ベトナム 7-A2 ベトナムとフィンランド：ブロックチェーントレーサビリティ
テクノロジーを利用した企業支援

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ 国際 7-O1 中国企業がブロックチェーン請求書のための標準開発を主導 Global Times
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✔ 国際 7-O2
UN / CEFACTは、プロジェクト「貿易促進のための
デジタルID」への参加呼びかけを開始

The United Nations Centre for Trade 

Facilitation and Electronic Business 

(UN/CEFACT) 

✔ ✔ 国際 7-O3 ITUが世界で最も包括的な標準化プラットフォームである
ように努力する理由：Bilel Jamoussi

ITU News

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E1
BSIは業界を明確にするためAIガイダンスに関する連携を呼
びかけ

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E2 ETSIがAI保護に関する仕様グループを開始
European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E3 Secure by Designー英国とシンガポールのIoT宣言
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E4
ETSI NFV Release 4は、オーケストレーションとクラウド対応
の展開を支援

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E5 AIと顔認識のガイドライン、フレームワーク、予測が公開 BiometricUpdate.com

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E6

「CALLING THE SHOTS」ETSIから委託されたレポートは、

EUにデジタル基準設定の国際的リーダーシップを
取り戻すよう呼びかけ

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E7
ETSIは、ネットワーク変革に関するホワイトペーパーを
発行ー5Gの主要な技術を基盤に

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E8 共同設計と共同決定
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E9 標準化作業におけるトレーニングと能力の拡大
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E10

AIOTI、ISO / IEC JTC1、ETSI、oneM2M、及びW3Cは、開
発者と標準化エンジニアを対象としたセマンティック相互運用
性に関する2つの共同ホワイトペーパーで協力

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E11

ETSIは、ネットワークおよびサービス自動化のための
新しいエンドツーエンドのアーキテクチャフレームワークを導
入

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E12 EU-米国プライバシーシールドが3回目の年次審査に合格 JD SUPRA
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
フランス/
ドイツ 8-E13

安全で信頼できるデータインフラストラクチャの仏独共同
作業に関するプレスリリース

Ministère des E'conomie et des Finances 

(MINEFI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E14 未来のICT標準
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E15
ETSI’s UCAAT, the User Conference on Advanced 

Automated Testingが開催予定、今すぐ登録を！
European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E16 AIには規範と標準が必要

Deutsches Institut für Normung .(DIN)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.(VDE)

Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E17 ETSI IoT Week：セマンティクス、経験、セキュリティ
European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E18 Altmaier：「欧州のデータインフラストラクチャが必要！」
Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

Data Center Knowledge

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E19 欧州のサイバーセキュリティフォーラムがポーランドで開幕 XINHUANET

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U1

ULの拡張サイバーセキュリティセンターオブエクセレンスは、
アジア太平洋地域で唯一の共通基準とEMVCoの
テスト施設

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U2
ITを所有、ITを保証、ITを保護。10月はNational 

Cybersecurity Awareness Month

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U3

ANSIとUSAIDが標準化アライアンスの実装を発表：
フェーズ2
商品の品質と安全性を改善するための国際規格の採用をサ
ポートする官民パートナーシップ

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U4

ANSIは、欧州標準化機関と協力して、米国および欧州の標
準化システムを明確化するためのガイダンス文書を
リリース

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U5
デジタル時代の標準：若くて新興の専門家のためのUSNCの
サミットに出席

American National Standards Institute 

(ANSI)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U6
モノのインターネット(WF-IoT 2020)のIEEE第6回世界フォー
ラム参加を予定ください

IEEE Robotics & Automation Society

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U7
スタンダードアライアンスがザンビアで規制影響評価に
関する4つのトレーニングイベントを実施

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C1
中国電子技術標準化研究院(CESI)のAI及び視聴覚健康研
究所が工業情報化部の主要研究所に選定

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C2
中国のサイバーセキュリティ規則の改訂により外国企業は企
業秘密を失うリスクにさらされるか？

South China Morning Post

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C3
デジタル経済が浙江省の標準化を満たすとき、樹木
モデルはどうであるか？ 东方财富信息股份

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C4
Cui Gangが欧州電気通信標準化機構 (ETSI)の代表団と会
合

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C5
「IoTエッジコンピューティングパート1：一般要件」国内標準
キックオフミーティングを開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C6
中国標準化協会は、International Standard User Allianceの
年次総会に出席

中国標準化協会(CAS)

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C7
「Eコマース取引製品の品質オンライン監視基準」等の
重要な国家標準を義鳥市で発行

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C8
欧州電気通信標準化機構(ETSI)が交換訪問のために
当院に訪問

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C9 第2回中小企業標準化(国際)会議が義鳥市で開催
中国標準化研究院(CNIS)
中国標準化協会(CAS)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C10
Wang Yong氏は、第83回IEC総会にてより良い生活の
革新と発展をリードする標準的な品質達成について強調

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C11
企業数300超え、中国規制当局が認可済ブロックチェーン企
業リスト発表

Coinpost

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C12 Tian Shihon氏が中国欧盟商会の議長と会談 国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C13 中国がIEC/TC100の年次会議の3回目の開催に成功 中国電子技術標準化研究院 (CESI)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C14
中国の習近平主席、ブロックチェーン導入「加速化させる」 ｜
イノベーション促進の中核技術と強調【ニュース】

Cointelegraph

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C15 2019年IEC/SEG 10会議に参加 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C16
2019年の国家標準化総合改革パイロットエクスペリエンス交
換会議が義鳥市で開催

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C17 中国標準化専門委員会が標準化戦略について議論
国家市場監督管理総局(SAMR)
国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C18 Tian Shihong氏がフランス国家標準化機関の会長と会合
国家市場監督管理総局(SAMR)
国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C19
2019年の第3版推奨国家標準計画に関する国家標準化管理
委員会の通知

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C20
Tang Jun氏はシンガポール企業開発委員会の標準及び認証
部部長Cai Xiuju氏と会談

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C21

中国電子技術標準化研究院が中国国際デジタル経済
博覧会－ブロックチェーンアプリケーションと産業開発の
ハイエンドフォーラムを開催

中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C22
遼寧省世界標準の日広報キャンペーン及びビデオ標準
アプリケーションサイト広報カンファレンスを大連で開催

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C23
National Standards Pavilionは、世界標準の日パブリック
オープンデーに関する特別講義を開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C24 IEC適合性評価に関する国際会議が上海で開催 国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C25
第83回IEC会議中国特別イベント2019インターネット+
インテリジェントテスト(上海)国際セミナーが開催

国家標準化委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C26
IoT標準イノベーション開発サミットフォーラムの開催に
関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C27
国家市場監督管理総局は第83回IEC総会を開催し記者
会見を実施

中国家市場監督管理総局(SAMR)
国家標準化委員会(SAC)
中国電子技術標準化研究院(CESI)
家電及び軽工業標準技術産業研究院

(SAC/TC46)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C28 2019年青島国際標準化フォーラム開催
国家市場監督管理総局(SAMR)
国家標準化委員会(SAC)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 8-A1

シンガポールのデジタル変革をサポートするサイバー
セキュリティ標準ロードマップ開発のためSingapore 

Standards Councilの下に設立されたCoordinating 

Committee for Cybersecurity 

Enterprise Singapore 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 8-A2
シンガポールは2020年初頭にAIエンジニア向けの最初の認
定フレームワークを導入

The Straits Times

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 8-A3
シンガポール国際サイバーウィーク2019-ハイライトと
お客様の声

Cyber Security Agency of Singapore (CSA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 8-A4
ASEAN加盟国は、正式なサイバーセキュリティ調整
メカニズムの前進に同意

Cyber Security Agency of Singapore (CSA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ インドネシア 8-A5 インドネシアが2025年のIEC総会を主催 インドネシア国家標準化庁(BSN)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ベトナム 8-A6
試験装置・技術に関する展示会「VinaLAB 2019」が
初めて開催

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O1 ITUがブロックチェーンの採用に関するガイダンスを発行 ITU NEWS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O2
気候変動を考慮したフロンティア技術の検討方法：リー・チェ
サブ

ITU NEWS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O3 国際ビッグデータ標準として承認された韓国の提案 Business Korea

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O4
韓国がAI標準化の提案を提出
韓国がAI標準化に関する議論に参加

Business Korea

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O5
ISOは最近、ITサービスマネジメントシステムに関する国際規
格の新改訂版をリリース

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O6 ITUがAI for Goodの取り組みを強化する方法 ITU NEWS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O7 ISO/IEC JTC 1/SC 42の第4回総会が東京で開催 中国電子技術標準化研究院 (CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O8 世界都市デー：ISO標準で世界を変える
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O9
ITU世界無線通信会議(WRC-19)が明日のデジタル環境で重
要な役割を果たす

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O10 IEC総会が上海で開催 IEC Blog

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O11
量子情報技術：新しいITUフォーカスグループが中国で
最初の会議を開催

ITU NEWS
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国際社会におけるサステナブルファイナンス分野に係る標準化動向①:

サステナブルファイナンス関連のプラットフォーム設立 （参照番号：1-O1）

欧州委員会（EC）主導により、域外他6ヵ国と共にサステナブルファイナンスへの
民間資本の活用を目的としたプラットフォームが設立

International Platform on Sustainable Finance (IPSF)名称

ファイナンス 参照番号：1-O1今月のピックアップ

設立目的

 メンバー：欧州、中国、インド、アルゼンチン、チリ、カナダ、ケニア、モロッコの関係当局
 オブザーバー：7機関

(気候行動財務大臣連合、欧州復興開発銀行、欧州投資銀行、経済協力開発機構、連環境計画-金融イニシアチブ、
証券監督者国際機構、気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)

参画者

 パリ協定と国連2030アジェンダの持続可能な開発目標（SDGs）の達成
 特に、パリ協定第2条1C（資金の流れを温室効果ガスの低排出型で且つ気候に対して強靭な発展に向けた方針に適合させること）、
及びSDGs Goal17（パートナーシップで目標を達成しよう）に言及

 世界中の持続可能な投資又は「グリーン」投資に関するルールを調和し、民間資本の流入を拡大

活動体制
 制度化された機関は設立しない代わりに「非公式且つ包括的な場」として運用予定
 今後運営委員会、ワーキンググループ、事務局を設立する可能性有

活動内容

 交流を促進するためのフォーラムとして機能し、国及び地域のコンテキストの違いを尊重しながら、環境面から持続可能な
金融へのイニシアチブ及びアプローチに関する取り組みを調整
 特にタクソノミー、開示、基準、ラベルの分野における環境的に持続可能なイニシアチブに焦点

 グローバルレベルにおける環境面から持続可能な投資機会を民間投資家に対し特定

【活動目標】
1. 持続可能な金融のベストプラクティス情報の交換と普及
2. 持続可能な金融の国際的な拡大に向けた障壁と機会の特定
3. 持続可能な金融問題に関する国際的な協力の調整及び強化

低炭素経済への移行に公的資金は
不可欠だが、それのみでは不十分であり

民間資本も活用する必要がある

欧州委員会 Valdis Dombrovskis

副大統領

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成
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国際社会におけるサステナブルファイナンス分野に係る標準化動向②:

ガイダンス及び報告書の発行 （参照番号：1-O3, 4）

国際機関は、更なるESG投資拡大に向けた環境整備を目指し、各国中央銀行や
各国政府を対象としたESG投資に関連するガイダンス及び報告書を発行

【背景】
 2014年に発表した報告書の更新版として発表

ファイナンス 参照番号：1-O3,4今月のピックアップ

【規定内容】
 気候変動は金融リスクの発生源と明記

 NGFSの加盟国及び地域にアンケート調査を実施し、ケーススタディ
として記載
 上記ケーススタディを受け、中央銀行がESG投資を実現するため
の5つの戦略を明記

 中でも最も顕著なものとして、 におけるグリーンボンド投資と
株式及び社債保有のネガティブスクリーニングに言及

【策定者】
 Network for Greening the Financial System

(NGFS:気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク)
 中央銀行8行により発足
 現在、29の国及び地域の金融当局が加盟
(日本、スイス、EU、イタリア、スペイン、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク、ポルトガ
ル、ハンガリー、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、
マルタ、カナダ、アブダビ、ドバイ、モロッコ、マレーシア、タイ、香港、オーストラリア、ニュー
ジーランド、南アフリカ、コロンビア、米ニューヨーク州)

ESG責任投資ガイダンスの発行（2019年10月17日）
ESG投資と受託者責任の関係に関する報告書の発行

（2019年10月22日）

【名称】
 「A Sustainable and Responsible Investment 

Guide for Central Banks’ Portfolio 

Management」

5つの戦略

【策定者】
 国連責任投資原則(PRI)

 国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)

 米Generation Foundation

【名称】
 「Fiduciary Duty in the 21st Century 

Final Report」

【報告内容】
 「受託者責任(フィデューシャリー・デューティー)」の観点より、投資分
析や投資意思決定プロセスへのESGの組み入れを要請

 「受託者責任」の概念を更新
 投資先企業や発行体への高ESGパフォーマンス基準の採用を
推奨

 受益者や預金者のサステナビリティ嗜好への考慮
 上記に対するコミットメントの開示

 各国政府へ、受益者向けの「受託者責任」の概念の明確化を要請
 EU、英国、カナダ、中国においては、ESGの思想が組み入れられ
ていることを歓迎

 一方、米国においては進展がないことについて懸念を表明

 

2. Best-in-class (※同業他社のESG特性の比較)

3. ESG integration

4. Impact investing

5. Voting and engagement

出所：NGFS及び国連関連HP、公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

1. Negative screening

戦略1
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
EU医療機器規則（MDR）の概要 （参照番号：2-E3, 4）

2020年5月より既存のEU医療機器指令（MDD）がEU医療機器規則（MDR）に移行。
医療機器のスコープ・分類、それに基づく適合性評価プロセスが更新されている

1703

Regulations
（規制）

ヘルスケア 7月次レポート更新

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、認証機関・当局
による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 医療機器指令（MDD： 93/42/EEC）、能動埋め込み医療機器指令（AIMDD：90/385/EEC）に代わる法令として発行（移行期間：3年、適用：2020年5月）

主
要
規
定
内
容

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR), 

amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing 

Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC

ス
コ
ー
プ

 幅広い医療機器（器具、機械、用具、インプラント、試薬、ソフトウェア、材料又はその他品目）を対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、適用に必要なソフトウェアを含む製造者が人体への使用を意図した製品が対象
 疾病の診断、予防、監視、治療、緩和のほか、予測、予後診断、病的状態の検査・代替・改善、インビトロ検査からの情報提供、医療機器の洗浄・
消毒・滅菌機器等を含む※1

 第2章（第5条～24条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章）等が定められ、各クラス分類に基づく適合性評価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、M/403（Standardization mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI in the field of 

Information and Communication Technologies, applied to the domain of eHealth）等により関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・
整合規格の調整等がなされる予定

 第32条において、カスタムメイド又は治験用デバイス以外の埋め込み型デバイスおよびクラスIIIデバイスの場合、製造業者は安全
性と臨床性能の要約（Summary of Safety and Clinical Performance: SSCP）を作成することを規定
 安全性と臨床成績の概要は、対象ユーザー（及び該当する場合は患者）に対して明確な方法で記述され、EUデータベース「Eudamed」を介して一般に
公開されるものとすることを規定

今月のピックアップ

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外

参照番号：2-E3, 4

次頁詳述
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
安全性と臨床性能の要約に係るガイダンスの発行 （参照番号：2-E3）

MDR施行に向け、分野専門家による構成されるMedical Device Coordination 

Group （MDCG）は、新たなガイダンス文書を発行（2019年9月）

1704

ヘルスケア 参照番号：2-E3

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

 安全性と臨床性能の要約（Summary of Safety and

Clinical Performance: SSCP）の表示、内容及び検証
に関するガイダンスとして提示
 SSCPは、特に医療従事者・患者向け重要データとして
臨床データの最新の要約や医療機器の安全性についての
公共への情報提供を目的として作成

目的

構成
（概要）

（参考）
SSCP

テンプ
レート
サンプル

MDCG 2019-9： Summary of safety and clinical performance A guide for 
manufacturers and notified bodies - August 2019 （9月27日発行）

前書き
略語
SSCPの一般的な要件と推奨事項
SSCPの検証とアップロード
SSCP文書において必要な各セクションのガイダンス

1. 基本UDI-DIを含むデバイスとメーカーの識別、及び既に
発行されたSRN

2. デバイスの使用目的、禁忌、ターゲット層
3. デバイスの説明（前機種や派生を含む）
4. 残存リスクおよび望ましくない影響、警告、注意事項に関す
る情報

5. 付属書XIVで言及される臨床評価の要約及び市場流通後の
臨床フォローアップに関連する情報

6. 可能な診断又は治療の選択肢
7. ユーザー向け推奨プロファイル及びトレーニング
8. 整合規格及び適用されたCSへの参照
9. 改訂履歴

参考文献
付録： SSCPのテンプレート

 ユーザー/医療専門家向け、患者向け夫々へのSSCPのサンプ
ルを提示（以下、ユーザー/医療専門家向けのサンプルを提示）

Summary of safety and clinical performance 
This Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) is intended to provide public

access to an updated summary of the main aspects of the safety and clinical

performance of the device.

The SSCP is not intended to replace the Instructions For Use as the main document to

ensure the safe use of the device, nor is it intended to provide diagnostic or therapeutic

suggestions to intended users or patients.

The following information is intended for users/healthcare professionals.

If the SSCP includes a part intended for patients, the following can be added:

Following this information there is a summary intended for patients. 

4. Risks and warnings

4.1. Residual risks and undesirable effects

4.2. Warnings and precautions

4.3. Other relevant aspects of safety, including 

a summary of any field safety

corrective action (FSCA including FSN) if 

applicable

5. Summary of clinical evaluation and post-

market clinical follow-up (PMCF)

5.1. Summary of clinical data related to 

equivalent device, if applicable

5.2. Summary of clinical data from conducted 

investigations of the device before

the CE-marking, if applicable

5.3. Summary of clinical data from other 

sources, if applicable

5.4. An overall summary of the clinical 

performance and safety

5.5. Ongoing or planned post-market clinical 

follow-up

6. Possible diagnostic or therapeutic 

alternatives

7. Suggested profile and training for users

8. Reference to any harmonised standards and 

CS applied

9. Revision history

1. Device identification and general information

1.1. Device trade name(s)

1 2. Manufacturer’s name and address

1 3. Manufacturer’s single registration number 

(SRN)

1.4. Basic UDI-DI

1 5. Medical device nomenclature description / text

1 6. Class of device

1.7. Year when the first certificate (CE) was issued 

covering the device

1 8. Authorised representative if applicable; name 

and the SRN

1 9. NB’s name (the NB that will validate the 

SSCP) and the NB’s single

identification number

2. Intended use of the device

2.1. Intended purpose

2 2. Indication(s) and target population(s)

2 3. Contraindications and/or limitations 

3. Device description

3.1. Description of the device

3 2. A reference to previous generation(s) or 

variants if such exist, and a

description of the differences

3 3. Description of any accessories which are 

intended to be used in combination

with the device

3.4. Description of any other devices and products 

which are intended to be used

in combination with the device右記参照
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【参考】EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
専門家グループ（MDCG）の概要 （参照番号：2-E3）

（参考）Medical Device Coordination Group (MDCG)は、EU域内におけるMDR

及びIVDR施行に際しての調和を図るために形成される専門家グループである
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ヘルスケア

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

管
轄

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs: GROW）
 関連DG：JRC（Joint Research Centre）及びSANTE（DG Health and Food Safety）

 欧州委員会（EC）に助言を提供し、ECと加盟国がMDR（2017/745）およびIVDR（2017/746）の調和された実施を確保することを支援
 既存のEU法令、プログラム及び政策の実施に関してECを支援し、そのための加盟国との調整、意見交換を実施

名
称

 Medical Device Coordination Group（MDCG）

組
織
構
成

 複数のサブグループより構成。なお、関連標準・整合規格の検討に際しては、「Working Group on Standards」が担当

MDCG

Notified Bodies Oversight（NBO）

Standards

Clinical Investigation and Evaluation （CIE）

Post-Market Surveillance and Vigilance （PMSV）

Market Surveillance

Borderline and Classification （B&C）

New Technologies

Unique Device Identification （UDI）

International Matters

In-vitro Diagnostic Medical Devices （IVD）

Annex XVI

【加盟国当局（メンバー参加）】
（英国、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、ルーマニア、ポ
ルトガル、ポーランド、オランダ、ルクセンブルク、リトアニア、アイルランド、
ハンガリー、ギリシャ、ドイツ、フランス、フィンランド、エストニア、チェコ、キ
プロス、クロアチア、ベルギー、オーストリア）

【その他公的機関（オブザーバー参加）】
Medicines and Medical Devices Agency（トルコ）
Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products（スイス）

【関連組織（オブザーバー参加）】
Association of the European Self-Medication Industry (AESGP)、
Biomedical Alliance in Europe (the BioMed Alliance)、European 

Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and 

healthcare IT Industry (COCIR)、MedTech Europe (MTE)、Small 

Business Standards (SBS)、CENELEC等 計17団体

サブグループ
Working Group on Standards構成

7月次レポート再掲参照番号：2-E3
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
EU体外診断用医療機器規則（IVDR）の概要（参照番号：2-E3, 4）

2022年5月より既存のEU体外診断用医療機器指令（IVD）が体外診断用医療機器規
則（IVDR）に移行。各分類に基づく適合性評価プロセスについて確認・対応の必要あり

1706

Regulations
（規制）

ヘルスケア

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

当該規則（Regulation）に対応する整合規格（Harmonized Standard）の動向は、引き続きM/403（e-Healthに係る

マンデート）やCEN（CEN/TC 251 ‘Health informatics）における規格策定動向、MDCGの活動等をウォッチする必要あり

 第2章（第5条～21条）において当規則への適合性証明に際して官報に規定される整合規格を用いること、製造者に対する適合性
評価の実施及びCEマーキングをの貼付等を規定
 医療機器のクラス分類（付属書VIII）、クラス分類及び適合性評価（第5章：第47条～55条）等が定められ、各クラス分類に基づき適切な適合性評
価の実施が必要
※官報による具体な整合規格の規定等は未だないが、マンデートや通知（Notification）等に基づき関連規格・ガイダンスの策定が進行中
※当規則に基づくEC専門家グループMedical Device Coordination Group (MDCG)下のStandards Working Groupにより、医療機器の標準化・
整合規格の調整等がなされる予定

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）：
域内市場・産業・起業・中小企業総局（Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)）

 医療機器技術、医療環境、国際的薬事規制等の変化に対応し、人の健康及び安全を高度な視点で保護するため、対外診断用（イン
ビトロ）医療機器についての認証機関・当局による適合性評価、市販後の監視強化を図る
 現行のIVD指令 IVD Directive (98/79/EC)に代わる法令として発行（移行期間：5年、適用：2022年5月）

ル
ー
ル
（規
制
・

標
準
）
間
の
関
係
性

ル
ー
ル

名
 Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic 

medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU

ス
コ
ー
プ

 試薬、試薬製品、キャリブレータ、対照物質、キット、器具、装置、機器、ソフトウェア或いはシステムを対象（第1条「スコープ」、第2条「定義」）

 単独/組合せの使用を問わず、血液や移植用組織を含めた人体に由来する試料のインビトロでの検査に用いることを製造業者が意図した任意の
医療機器が対象

 体外診断調査での使用を特に意図していない、一般的な試験室での使用や研究用のためのみの製品は除外

今月のピックアップ

※1 他規則・指令の対象となる体外診断医療機器、医薬品、遺伝子治療・細胞治療・組織工学治療製品、化粧品、食品等はスコープ外

参照番号：2-E3, 4
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EUにおけるヘルスケア関連規制の動向：
専門家パネルへの参加募集 （参照番号：2-E4）

欧州委員会（EC）は、医療機器及び体外診断用医療機器の専門家パネルへの参加
表明に係るExpression of Interest（EOI）を募集（9月30日公表・11月10日締切）
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ヘルスケア 参照番号：2-E4

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ

欧州委員会（EC）は、 EU医療機器規則（MDR） の施行に向け欧州決定を発行（2019年9月10日）

上記欧州決定に基づき、医療機器及び体外診断医療機器の専門家パネルへの関心の表明
（Expression of Interest: EOI）を募集（11月10日締切）

専門家
パネル
参加の
募集

背景

文書名

規定
概要

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1396 of 10 September 2019 laying down the rules for the 

application of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council as regards the 

designation of expert panels in the field of medical devices

 EU医療機器規則（MDR）・体外診断用医療機器規則（IVDR）に基づき、下記領域における専門委員会設置を規定
1．整形外科、外傷学、リハビリテーション、リウマチ学
2．循環系
3．神経学
4．呼吸器系、麻酔、集中治療
5．内分泌学および糖尿病
6．一般および形成外科・歯科

 Medical Device Coordination Group (MDCG)とEOIの内容及び協議に基づいて、専門家パネルにアドバイザーが任命
されることを規定

 また、専門家パネルは、ECとの合意の下に特定の任務を委任され、一定数のメンバーで構成される恒久的又は特別な
サブグループを設立することが可能

7．生殖医学を含む産科および婦人科
8．消化器病学および肝臓病学
9．腎臓病学および泌尿器科
10．眼科
11．体外診断用医療機器（IVD）

 募集要件：
 EU加盟国、EFTA加盟国、又はトルコ市民であり、大学院レベルにおいて関連する医学、科学、技術分野の
学位を取得、且つ関連分野において最低10年の専門的経験を有し、英語での報告書作成が可能であること

 任期：
 3年間

 応募方法：
 履歴書（CV）（関連する学位や専門知識に関する情報を含む）、市民権の証明としてのID又はパスポートの
コピー、募集要項に添付される宣言書（Declaration of Interests: DOI）を提出
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IEEE SA Standards Board Audit Committee （AudCom）において決議が行われ、スマート
マニュファクチャリングに係る委員会（IEEE Computer Society / Smart Manufacturing 

Standards Committee (C/SM)）の正式設置が決定（9月3日）

1709

米国/中国によるスマートマニュファクチャリング分野における政策・標準化動向：
スマートマニュファクチャリングに係る新たな技術委員会の設置/主導 （参照番号：3-C2）

IEEEは、インテリジェントマニュファクチャリングに係る新たな技術委員会を設置
（2019年9月）。中国電子技術標準化研究院（CESI）が議長を担当

出所：IEEE HP、その他公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-C2今月のピックアップ

新委員会
(IEEE/C/SM)

の設置

IEEE-SA Standards Board Audit Committee (AudCom) Minutes (September 3)

6.1.3 IEEE Computer Society Smart Manufacturing Standards Committee (C/SM) 

This was discussed after agenda item 4.1.5. A motion was made (Mohla) and seconded (Koshy). 

Motion: Recognize the Computer Society Computer Society Smart Manufacturing Standards Committee, to be abbreviated as C/SM, 

as an official Standards Committee, in accordance with IEEE-SASB Bylaws 5.2.2. Upon vote, the motion passed.

具体的な規格策定・検討は未だなされていないものの、今後の標準化活動状況に注視が必要

 IEEEインテリジェント製造標準の確立、開発、レビュー、リリース、宣伝及び関連アプリケーション実務の指導、管理、監督活動範囲

体制
 中国電子技術標準化研究院（CESI）のDr Weishaが議長を担当
 事務局、技術委員会、諮問委員会及び複数のWGを設立予定

策定予定
の標準

 共通標準： インテリジェント製造に関連する概念を統一し、一般、安全、信頼性、テスト、評価などを含むインテリジェント製造
基盤に共通する主要問題解決のための規格を策定

 インテリジェント機器標準： インテリジェント生産プロセスにおけるインテリジェント機器・製品、物流システム、検査システム、
産業用ソフトウェア、産業用クラウドプラットフォーム間のデータ共有と相互接続の問題を解決するための規格を策定

 スマートファクトリー標準： スマートファクトリーの設計、建設、配送の建設プロセス、および工場での設計、生産、管理、物流、
システム統合のビジネス活動を定義

 インテリジェントなサービス標準： 製品とサービスの統合、分散型製造リソースの有機的統合、及びそれらのコアコンピテンシー
の高い相乗効果を実現し、企業内外の様々なリソースの包括的な利用を解決するための要件を規定

 インテリジェントな実現技術標準： インテリジェントな製造情報技術エコシステムを構築し、人工知能アプリケーション、産業用
ビッグデータ、産業用ソフトウェア、産業用クラウド、エッジコンピューティング等を含む製造分野における情報とインテリジェンスの
レベルを向上させるための要件を規定

 産業用インターネット標準： 統一された包括的でオープンな産業用インターネットの包括的な標準化システムを構築
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中国によるモビリティ分野における標準化動向 （参照番号：4-C18）

中国では、国家自動車ネットワーク産業システム構築ガイドラインに基づく標準化活動が
活発に行われており、直近もWGにて標準/研究プロジェクト内容を討議

中国国内標準化動向

背景

直近
（10月）の
標準化
動向

中国工業情報化部・国家基準化管理委員会は、「国家自動車ネットワーク産業システム（インテリジェント・コネクテッド・
ビークル）構築のためのガイドライン（国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车））を発表（2018年1月）

 自動走行車が具備すべき技術的標準の整備を2020年及び2025年に分け、段階的に進めることに言及

 国際協調を図り、UN/WP29）、ISO、IEC、ITUへの積極的参加も図ることに言及

上記ガイドラインに基づき、標準化推進のため自動車標準委員会の下に自動ネットワーク車両小委員会（SAC / 

TC114 / SC34）の自動運転基準ワーキンググループを設置

 インテリジェントネットワーク標準システム構築ガイド（智能网联汽车标准体系建设指南）及び作業ポイント（智能网联汽车标
准化工作要点）に従い、車両のインターネットネットワークに関連する業界標準の調整促進を目指し、標準化の議論を推進

出所：公開情報に基づきDTC作成

参照番号：4-C18モビリティ今月のピックアップ

自動車標準委員会自動ネットワーク車両小委員会の自動運転標準ワーキンググループの第4回会議が開催され、
自動車ネットワーク産業システムに係る規格案等を議論（10月25日）
 自動車、電子機器、通信、その他のインテリジェントネットワーク関連業界の代表者約120名が出席（以下、主要協議事項）

協議項目 討議内容詳細

作業進捗の
共有

 7つの標準開発作業の開始報告と共に、4つの国家規格の草案作成を2020年迄に完了する計画を発表
 「インテリジェントネットワーク車両の用語と定義」や「インテリジェントネットワーク自動運転機能のテスト方法と要

件」等の内容含む

新設プロジェクト
の発表

 3つの標準プロジェクト及び3つの研究プロジェクトの立上げを発表
 自動運転車のデータ記録システムの性能要件、試験方法等に関する標準プロジェクトについては、国連の関連

ルール策定と並行して実施
 自動運転車の実際の道路試験、シミュレーション試験、インターフェイス検討等の研究プロジェクトも標準化計画

への反映を目指し実施予定

業界関連調査
の状況共有

 自動運転照明アンケート調査及び車両データ記録システム調査の結果を紹介
 自動運転照明及び照明信号装置と従来の車両、製品ステータス、R＆D計画等を取扱い、自動運転ライトの特別

な要件と用途を明確にすることを目的とし、アンケートを実施

 DSSADの機能、技術動向及びEDRシステムとの違いを明確化するため、車両データ記録システムについても別
途アンケートを実施

委員からの標準
化提案の実施

 東風、華為技術、中国自動車センター専門家が、自動運転Sharing-Vanプラットフォーム、インテリジェン
ト運転コンピューティングプラットフォーム、有線制御システム通信プロトコルの標準化を提案

WGの様子

画像の出所：SAC/TC114（http://www catarc org.cn/work/detail/1498 html）

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1498.html
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国際社会におけるモビリティ通信規格に係る標準化動向 （参照番号：4-O4）

現行Internet of Vehicles（IoV）分野では、2つの異なる規格が存在・競合状態に
あるが、IEC/ISO JTC1がIEEEやITUと連携し調整していくことを検討

出所：EC、5GAA HP、各種報道記事等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：4-O4モビリティ今月のピックアップ

Internet of Vehicles（IoV）分野においては、規制当局からの関心を求め2つの標準（DSRC、C-V2X）が競合

規格の
競合

規格調和
に向けた
活動

DSRC（Dedicated Short Range Communications）標準 C-V2X標準VS

• 車載ユニットと路側機間のワイヤレス短距離情報交換を可能に
し、自動車アプリケーション固有の課題に適合

• Wi-Fi規格の改正であり、車両環境でのワイヤレスアクセスに
関するIEEE規格に準拠

• サイバー攻撃に強いとされ、一部車両で既に使用開始
• Global Automakersが支援

• 車両からすべての通信（車両からインフラストラクチャ、歩行者
などを含む）を包含

• 第3世代パートナーシッププロジェクト（3GPP）によって開発され
た携帯電話ベースのネットワーク技術に基づき策定

• 5Gネットワーク対応に際しては、より最適との指摘あり
• 5GAAが支援。加えて、特に中国で好意的反応を獲得

ISO/IEC JTC 1/SC 41 (Internet of things and related technologies)においてIoTを含む情報及び技術アプリケーショ
ンの国際標準の調整が図られており、上記競合する2規格の解決策として期待

 モノのインターネット（IoT）および関連技術の分野での標準化
 IoTセンサーネットワークやウェアラブルテクノロジーなどの関連テクノロジーに関する標準化により、IoT関連アプリ
ケーションを開発している他のエンティティへのガイダンスを提供

 Pメンバー25か国、Oメンバー13か国 （幹事国：韓国）
 ITU-T （Telecommunication Standardization Bureau）及びIEEE（P2413, P2786, IMS TC9, 

P1931.1等）ともリエゾンとして連携

 ISO/IEC 21823-1:2019 Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT systems - Part 1: Framework

 IoTシステムに適用される相互運用性の概要と、IoTシステムの相互運用性のフレームワークを提供
 IoTシステムのエンティティ間の情報交換、使用に必要な相互運用性の一般的な要件を提供

スコープ

体制

策定規格
（例）

【ISO/IEC JTC 1/SC 41 (Internet of things and related technologies)標準化動向】
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 ANEC※1は本規則について概ね賛成を表明した一方、スペアパーツの耐久性や修理要件について改善の余地があると指摘

 BEUC※2は消費者が家電製品を修理可能となるよう、さらに踏み込んだ措置の追加を要求

EUにおける資源循環分野における規制動向：
エコデザインに関する規制案の検討 （参照番号：5-E1, 2）

EUでは、家庭用電気機器や電気設備等のエネルギー効率の改善のため、
新規エコデザイン措置案（10規則の改訂/発効）を採択

1714

 「エコデザイン（ErP）指令（2009/125/EC）」に基づくEU規則として導入

 商業用冷蔵庫と溶接機器については新規規則を導入し、その他8つの製品グループについては既存のエコデザイン措置を改正

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 欧州委員会（EC）

 EUが推進するエネルギー同盟の優先課題の1つである「エネルギー効率優先の原則」に基づき、家電製品の修理を容易化し
製品寿命（製品ライフサイクル）の長期化への措置を義務化

 EUの二酸化炭素排出量削減と消費者の電力価格低下を実現

位
置
づ
け

ル
ー
ル
名

 ― （関連10規則（Regulation）を個別に改訂又は新規導入）
※公布：2019年10月1日 施行：EUの官報掲載（交付より数週間後を予定）の20日後

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ス
コ
ー
プ

 10の製品グループ
(家庭用冷蔵庫、業務用冷蔵庫、照明器具、テレビ、食洗機、洗濯機、電気モーター、外部電源装置、溶接器具、変圧器具)

例：デザインの改善と、ハロゲン化難燃剤の除去(ディスプレイの場合)により、リサイクルを容易化
スペア部品の15営業日以内の供給、スペア部品在庫の最低保証期間7～10年の明示をメーカーに義務付け

資源循環 参照番号：5-E1, 2今月のピックアップ

C(2019) 2120 – ecodesign for household refrigerators and annexes C(2019) 2125 – ecodesign for motors and annexes

C(2019) 2121 – ecodesign for light sources and annexes C(2019) 2126 – ecodesign for external power supplies and annexes

C(2019) 2122 – ecodesign for electronic displays and annexes C(2019) 2127– ecodesign for refrigerators with a direct sales function and annexes

C(2019) 2123 – ecodesign for dishwashers and annexes C(2019) 5380 – ecodesign for power transformers and annexes

C(2019) 2124 – ecodesign for washing machines and washer-driers and annexes C(2019) 6843 – ecodesign for welding equipment and annexes

新規導入又は改正規則（10件） （※灰色は新規導入された規制）

※1 ANEC:European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardization

※2 BEUC:The European Consumer Organisation

規
制
動
向

関
係
者

見
解
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国際社会における資源循環分野に関する標準化動向①：
IEC/TC111電気・電子機器、システムの環境規格における標準化活動 （参照番号：5-E3, O1, O5, O6）

IEC/TC 111（電気・電子機器、システムの環境規格）では、製品の環境への悪影響抑制の
ためのガイダンスとして、ISO委員会とも連携し改訂版IEC 62430を発行

1715

資源循環 参照番号：5-E3, O1, O5, O6今月のピックアップ

スコープ

体制

策定規格
（抜粋）

 Pメンバー25か国、Oメンバー10か国より構成 （議長：フランス、副議長：日本、幹事国・イタリア）
 当TC下にWGの他、特定規格の検討に際してのJoint Working Group、Adhoc Group等を設置（※緑は特に資源循環に関連性が高い組織）

 IEC 62430:2019 Environmentally conscious design (environmentally conscious design：ECD) - Principles, requirements and guidance

（2019年10月22日に改訂版として発行）
 2009年の発行版から改訂され、スコープを電気技術製品及びシステムからサービスを含む全ての製品に拡張
 製品の環境への悪影響を最小限に抑制し、設計・開発に環境側面を統合することを目的とする組織に、原則を説明し要件を提示
 ECD（環境に配慮した設計）を設計・開発に統合するプロセスに適用される規格として策定。規模・種類・セクターに関係なく、全組織に適用可能

 （参考）その他関連規格として、製品のエコロジー設計の材料効率、電気機器と電子機器のリサイクル率の計算に関する技術レポートを発行済
 IEC TR 62824：Guidance on material efficiency considerations in environmentally conscious design of electrical and electronic products

 IEC TR 62635：Guidelines for end-of-life information provided by manufacturers and recyclers and for recyclability rate calculation of 

electrical and electronic equipment

 IECの製品関連委員会との協力の下、製品の環境的側面を考慮し、環境分野で必要なガイドライン、技術レポートを含む基本規格／水平規格
を策定し、IEC規格の一貫性を担保
 また、規格策定・環境要件の精緻化に際しては、ACEA及びISO/TC207ともリエゾンとして連携

組織名称
IEC/TC111 電気・電子機器、システムの環境規格
Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

種別 タイトル

WG WG3 Test methods of certain substances

Project Teams PT 111-1 Guidance on material circularity considerations in environmentally conscious design

PT 63212 Study on the feasibility of harmonizing environmental performance criteria for electrical and electronic products

Maintenance Team MT 62474 MT 62474

MT 63000 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of 

hazardous substances

Joint Working Group JWG 14 Test methods of certain substances in polymers linked to ISO/TC 61/SC 5

JWG ECD - 62430 Environmental Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance linked to ISO/TC 207

Advisory Groups AG1 Terminology

AG2 Strategic Business Plan

AG3 Chairmans Advisory Group

Ad-Hoc Groups ahG 13 AHG for studying possible circular economy standardization within TC111

ahG 15 Product category rules

Validation Teams VT 62474 Material Declaration for Products of and for the Electrotechnical Industry DB

出所：IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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国際社会における資源循環分野に関する標準化動向②：
IEC ACEAにおける標準化活動 （参照番号：5-E3, O1, O5, O6）

（参考）IEC Advisory Committee on Environmental Aspects (ACEA)は、IEC上層
委員会の技術諮問委員会として、環境的側面に係る規格の調整等を図っている

1716 出所：IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

資源循環今月のピックアップ

体制

（参考）
標準化
活動／
動向

 関連するIEC技術委員会からの専門家10名、関係国代表者4名より構成 （事務局はIEC中央事務局が担当）

 電気・電子製品における資源循環・環境的側面の考慮を促すドキュメントとして、IECガイド109

（「IEC GUIDE 109:2012 Edition 3.0 (2012-06-14)Environmental aspects –

Inclusion in electrotechnical product standards」）を発行（2012年）

 直近では、第83回IEC総会（10月19日＠上海）開催と合わせ、ACEAとしてワークショップ
（「Circular Economy and Material Efficiency Initiatives: Potential Consequences for IEC 

Publications」）を開催（2019年）

 標準管理評議会（SMB）直下の技術諮問委員会として、電気技術製品及びシステムによる有害な影響に関し、自然環境の保護のあらゆる側面
を検討
 活動には、環境に配慮した設計（エコデザイン）、環境宣言、物質管理・使用終了処理・環境ラベリングなど関連法令に係る問題も含む
 但し、ACEC（電磁両立性に関する諮問委員会）が対象とするEMCの側面と、ACEE（エネルギー効率に関する諮問委員会）が対象とするエネル
ギー効率の側面は除外

 環境問題に関するIEC標準化作業を調整し、一貫性の確保、出版物の重複・矛盾を回避する共に、SMBに対して環境問題に係る標準化活動に
ついて助言し、ガイドを作成
 製品規格起草の際における環境面の考慮について触れた「IECガイド109：環境面-電気技術製品標準」（下記参照）を作成

ACEA 環境側面に関する諮問委員会
Advisory Committee on Environmental Aspects

所属 （参考）委員氏名

代表 Chair Mrs Solange Blaszkowski

Secretary Mrs Joanna Goodwin

技術専門
委員会
専門家

TC 111 電気・電子機器、システムの環境規格 Mrs Joanna Goodwin

Mr Andrea Legnani

TC 100 オーディオ・ビデオ・マルチメディアシステム及び機器 Ms Donna Sadowy

TC 91 電子実装技術 Mr Stephen L Tisdale

TC 59 家庭用及びこれに類する電気機器の性能 Mr Jens Giegerich

TC 47 半導体デバイス Mr Stephen L Tisdale

TC 23 電気用品 Mr Philippe Vollet

TC 22 パワーエレクトロニクス Mr Johannes Auer

TC 20 電力ケーブル Mr Gavin Holden

TC10 電気機器に用いる流体 Mr Massimo Pompili

組織名称

スコープ

所属 （参考）委員氏名

NC任命 ドイツ Mr Andreas F. W. 

Schneider

フランス Mr Christophe GARNIER

日本 Mr Yoshiaki Ichikawa

韓国 Mr Hwa-Cho Yi

&

参照番号：5-E3, O1, O5, O6
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 Ecommerce Europeは、書簡（業界団体等61団体が署名）を提出。欧州委員会の加盟国に対し、e-Privacy Billの改訂を要求

 現在の草案では、電子プライバシーの範囲、管轄権及びGDPRとの関係等の点において未だ法的不確実性が存在する旨指摘

EUにおける電子商取引（Eコマース）分野における規制動向：
ePrivacyに関する規制の検討動向 （参照番号：7-E4）

EUではe-Privacy規則の発行に向けた検討が進行中。直近では、Ecommerce 

Europeが他団体と共同で当草案の改訂を要求する書簡をEUに送付

1719

 EU一般データ保護規則（GDPR）や既存のe-Privacy指令での規定レベル以上のデータ保護の確保を企図（以下主要内容抜粋）

 電子通信データの機密性の原則についてコンテンツ・メタデータ双方を含有することを明記、双方に同等の保護を適用

 ユーザーの同意に基づかない処理が行われる可能性を排除

 トラッキングの許可が得られないことを理由にウェブサイトやサービスへのアクセスをブロックするトラッキング・ウォールを原則禁止
※但し、改訂草案では、Cookieの使用に関するGDPRとの関連性を明確化（Cookie等を介しエンドユーザー端末から収集された個人データ保護に
関する一般的規則を補足・具体化）した上で、視聴者の測定を目的としたCookieの使用に対する同意の免除は、特定条件に従い可能である旨規定

※また改訂草案では、EU加盟国が製品又はサービス販売後に顧客の連絡先情報をダイレクトマーケティング目的で一定期間使用できる可能性を導入

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 ―
（EU理事会（閣僚理事会： Council of the European Union）にて策定、作業部会（WP TELE）にて討議中）

 電子通信サービスの提供及び使用における基本的権利及び自由（特に私生活及び通信の尊重）の保護
 EU内における電子通信データ及び電子通信サービスの自由な移動の保証

規
定
事
項

（主
要
事
項
抜
粋
）

ル
ー
ル
（草
案
）
名

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life 

and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC

(Regulation on Privacy and Electronic Communications) (COM/2017/010 final - 2017/03 (COD))

※注：2017年1月に欧州委員会（EC）により草案発表／採択後に、EU理事会（閣僚理事会）において複数回の改訂を実施。
現在まで議会の修正採決を受け、閣僚理事会が各国政府との協議等を通じ規制案の策定を継続しており、直近は、作業部会（Working Party on 

Telecommunications and Information Society：WP TELE）での検討（10月11日）の討議に向け、10月4日に改訂案を公表

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ス
コ
ー

プ
 電子通信サービスの提供・使用に関連し実行される電子通信データの処理、エンドユーザーの端末機器に関連する情報に適用

 但し、一般・公共において利用ができない電子通信サービス、公共の安全確保のための当局による調査等の活動は除外

電子商取引（Eコマース） 参照番号：7-E4今月のピックアップ

規
制
動
向

関
係
者

見
解
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EUにおけるAI分野に係る標準化動向①:

White Paper及びガイドラインの発行 （参照番号：8-E1, 5）

英国規格協会（BSI）、欧州議会シンクタンクEPRSは、AI分野に関するWhite Paper

及び倫理ガイドラインを夫々発行

共通 参照番号：8-E1, 5今月のピックアップ

【報告・提言内容（抜粋）】
 これまでに国際機関、各国政府、テクノロジープロバイダー等
により作成・発行されたAI分野におけるガイダンスには、内容
の分裂やアドバイスの重複が生じており、規格（Standard）の
統合と規制（Regulation）の一貫性の担保が必要であることを
提示

 過去2年間において、OECD等の国際機関において、40以上の
ガイダンスペーパーが発行又は開発されていることを紹介

 国際的なガイダンスが発行される一方、テクノロジープロバイダー
により、時に矛盾するガイダンスも作成されていることを指摘

 ガイダンス作成のワークロードとアウトプットペーパーの重複双方
を回避するため、標準の統合と規制の一貫性を要求

【策定・発行者】
 英国規格協会
（British Standards Institution：BSI）

AI関連ルール・政策に係るWhite Paperの発行
（2019年10月1日）

AI倫理に関するガイドラインの発行（2019年9月）

【名称】
 「BSI White Paper – Overview of 

standardization landscape 

in artificial intelligence」

【策定・発行者】
 European Parliamentary 

Research Service（EPRS）

【名称】
 「EU guidelines on ethics in 

artificial intelligence: Context 

and implementation」

出所：BSI HP、EP HP、その他公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

【規定内容（抜粋）】
 域内におけるAI製品及びサービスの設計、開発、展開、実装、
使用において推奨される倫理規則の認識を高めることを目的
とした要件・推奨事項を提示

 実装上の課題を特定し、ソフトローとしてのガイダンス化、標準化、
規制化等を含むEUにおいて想定される将来の行動について提示

 特に英国における顔認証に関連したバイオメトリクス技術について
は複数回言及

 また米国・中国等他国において策定中のAIに係る倫理的枠組み
のレビューも記載
※欧州の価値・原則としての「人間中心」のアプローチに基づき、人工知能に
おける倫理的使用に関する一連のガイドラインとして発表。
なお、2019年4月にEU High-Level Expert Group on AIにより発行された
「Ethics guidelines for trustworthy AI」とは別の文書
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EUにおけるAI分野に係る標準化動向②:

ETSIにおけるAI関連新組織の設置 （参照番号：8-E2）

欧州電気通信標準化機構（ETSI）は、新たな産業仕様作成グループ（ISG）としてAI

保護に係る「Security Artificial Intelligence （SAI）」を設立

Industry Specification Group (ISG): Securing Artificial Intelligence (SAI)名称

共通 参照番号：8-E2今月のピックアップ

設立目的

 人工知能（AI）の安全を確保するためのベースラインとして機能する技術知識・仕様を開発し、ICT関連産業全般において
AIの展開・普及により生じる脅威を軽減（特に、下記3つの側面へ対処）
 AIの攻撃からの保護 （例：AIが防御を必要とするシステムのコンポーネントである場合
 AI問題に対する緩和 （例：AIが「問題」となる場合、或いは他の攻撃ベクトルを改善及び強化するために使用される場合）
 AI活用による他からの攻撃に対するセキュリティ対策の強化： （例：AIを「ソリューション」の一部として、従来の対策を改善及び
強化するために使用する場合）

活動内容

 グループの初回会議（10月23日）において、下記3つの主要活動を確認

1. AI脅威に関するオントロジー（AI Threat Ontology）
• AIにおいて脅威と見なされるものと、従来のシステムに対する脅威との違いを定義
• サイバー及び物理的セキュリティのコンテキストで用語を定義し、多様なステークホルダ・複数の業界にわたる用語を調整

2．AI問題ステートメントの保証（Securing AI Problem Statement）
• ETSI NFVのスコープを定め、NFVインフラストラクチャの「設計によるセキュリティ」実現の上で影響力のあるETSI GS NFV-SEC 

001「セキュリティ問題ステートメント」に基づきモデル化
• 推奨されるアクションとともに、潜在的なAIの脅威について定義及び優先順位付けを実施

3．データサプライチェーンレポート（Data Supply Chain Report）
• AIをトレーニングするためのデータのソースとして現在使用されている方法を要約
• データ共有プロトコル開発のための既存イニシアチブをレビューし、共有データ、情報、フィードバック、および機密性の機密性を確
保するための標準の要件を分析

出所：ETSI HP、公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

※上記活動により影響を受けるステークホルダとして、エンドユーザー、メーカー、オペレーター、政府を特定

位置づけ
 ISG（産業仕様作成グループ：標準化の前段階の検討を実施するグループ）として、AIからの／に対する脅威を特定・ブロッ
ク・中和、セキュリティを強化するための技術標準（TS）や、緩和メカニズムのベストプラクティス・推奨事項等を検討

構成
 ―（詳細非公開）
但し、設立メンバーにBT、Cadzow Communications、Huawei Technologies、NCSC、Telefónicaを含む
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シンガポールによるサイバーセキュリティ分野における標準化動向 （参照番号：8-A1, 3, 4）

CSAは、CCCYを通じた5年間のサイバーセキュリティ標準ロードマップの作成等、
サイバーセキュリティ分野の標準化活動を活発化

シンガポール国内標準化動向

背景

直近
（10月）の
標準化
動向

シンガポール政府は、サイバーセキュリティ法を制定（2018年2月）
 11分野の重要情報インフラ（CII）関連事業者について、シンガポールサイバーセキュリティ庁（CSA）による精査対象に指定

• 1)エネルギー、2)水道、3)銀行・金融、4)ヘルスケア、5)陸運、6)海運、7)空運、8)情報通信、9)メディア、10)保安・緊急サービス、11)政府機関

シンガポールサイバーセキュリティ庁（CSA）及び企業庁は、Singapore Standards Council （SSC）の傘下に
Coordinating Committee for Cybersecurity （CCCY）を設立（2018年8月）

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：8-A1, 3, 4共通今月のピックアップ

CSAは、第4回Singapore International Cyber Week （SICW）を開催し、サイバーセキュリティ分野に
係る標準化活動の進捗を発表（10月1日~3日）

# 主な発表内容

1

CCCYは、5年間のサイバーセキュリティ標準ロードマップの公開（2020年）を予告
 製造、ヘルスケア、モビリティ等の分野において、サイバーセキュリティ脅威の緩和及びサイバー衛生環境及び安全保証向上を目的
 CSAのサイバーセキュリティ戦略と一致する、下記3つの柱より構成

 レジリエントなインフラストラクチャの構築
 より安全なサイバースペースの構築
 活気のあるサイバーセキュリティエコシステムの開発

2
CSAは、SICWの一環として、ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity （AMCC）を開催
 主要なサイバーセキュリティの問題及びASEANにおけるサイバーセキュリティの取組みの正式な調整メカニズムの必要性について議論

 シンガポールは、各国からの情報を基にASEAN Cybersecurity Coordination Mechanism Paperを起草

3
CSAは、Nanyang Technological Universityと共同でNational Integrated Centre for Evaluation（NICE）の設立を予告（2020年）
 サイバー関連製品のテストと評価、サイバーセキュリティ評価技術の研究、サイバー専門家向けトレーニングの提供を予定

4
シンガポールは、英国とIoT分野における協力に関して共同宣言を発表
 両国は情報交換を促進し、グローバルセキュリティ標準実装等、IoTデバイスのセキュリティ向上に取組み

5
CSAは、レポート"The Internet of Things (IoT) Security Landscape Study"を発行
 Dutch National Cyber Security Centre （NCSC）に作成を委託、IoTセキュリティに関する11の課題について分析

6
CSAは、Operational Technology (OT) Cybersecurity Masterplanを開始
 運用技術におけるサイバー脅威の軽減に向け、業界および利害関係者とのパートナーシップを強化

7
CSAは、ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence （ASCCE）を設立
 サイバーセキュリティに関するキャパシティビルディングプログラムの設計及び提供を実施



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

10月のピックアップ

テーマ別情報詳細
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引（Eコマース）、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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10月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

英国 1-E1 BSIがデジ
タル識別と
顧客認証の
実施に関
する規格を
発行

10月8日 BSIは、欧州指令に対応した公開仕様書「PAS 499:2019 Code of 

practice for digital identification and strong customer 

authentication」を発行
 規格概要：

• Second Payments Services Directive（PSD2）に基づき、
組織のシステム最適化に必要な推奨事項を提供

• デジタル識別と強力な顧客認証に関する複数観点の規制要件に適合
• Identity validation

• Identity verification

• Enrolment

• Authentication

• Delegated authority and authorization

• Security and usability

• Risk models for authentication

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/bsi-

launches-

code-of-

practice-

for-digital-

identificati

on-and-

customer-

authenticat

ion/

欧州 1-E2 ePrivacyを
再考する時

10月8日 COCIRは、欧州委員会（EC）に対しePrivacy規則の再検討が必要で
あることを表明

 背景：
• 2017年1月、欧州連合理事会にてePrivacy規則草案について協議

 意見概要：
• 欧州委員会に対し、ePrivacy規制の再協議を提案

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry
（COCIR）

https://ww

w.cocir.org

/media-

centre/posi

tion-

papers/arti

cle/time-to-

rethink-

eprivacy ht

ml
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（1/14）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/october/bsi-launches-code-of-practice-for-digital-identification-and-customer-authentication/
https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/time-to-rethink-eprivacy.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E3 EUは
「グリーン」
投資とは
何かに取り
組む

10月23日EU諸国と欧州議会は、持続可能な投資に関する基準設定を巡り交渉を
開始（10月23日）

 背景：
• 欧州委員会は、「グリーンウォッシング」に取り組む法律を提案
（2018年5月）

 概要：
• 石油、石炭、核燃料を「グリーン」とみなすか否が争点
• 欧州議会は持続可能な取組みと持続可能でない取組みの明確な
区別を企図
• 石炭等の化石燃料を持続可能でないものと分類する等、リストの
作成を予

• 欧州理事会及び欧州委員会は、明確な区別を行わず、より広範な
法律策定を主張

• 原子力発電を持続可能である取組みとする可能性
 今後の予定：

• 欧州評議会と欧州議会は、規制と一般法の早期制定（～2021年末）
及び施行（～2022年末）を計画

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

eu-

climate-

finance/eu

-to-

wrestle-

with-what-

is-green-

investment

-

idUSL2N2

770C0
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(2/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（2/14）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.reuters.com/article/eu-climate-finance/eu-to-wrestle-with-what-is-green-investment-idUSL2N2770C0
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U1 暗号資産
「リブラ」“承
認得るまで
発行せず ”
CEOが議会
で

10月24日Facebookが発行を計画している暗号資産「リブラ」について、ザッカー
バーグCEOは米国議会の公聴会で、規制当局より承認を受領するまで
は発行しないと証言し、構想の実現を事実上先送りへ
 Facebookはリブラを2020年前半を目標に発行する計画だったが、各国の規制
当局は個人データの保護やマネーロンダリングなどへの対策に関し強い懸念を
表明したことを受け発行の延期を提示

NHK News 

Web

https://ww

w3 nhk.or.j

p/news/ht

ml/201910

24/k10012

14614100

0 html

1-U2 フェイスブッ
クの暗号
資産リブラ、
逆境の中で
運営団体が
発足

10月24日 JETROは、Facebookによる仮想通貨「リブラ」の運営団体であるリブラ
財団が正式発足したと発表(10月15日)

 理事会メンバー：
• 21社(但し、当初参加予定が報じられていたEコマースのペイパル、
イーベイや、クレジットカード会社のビザ、マスターは参加せず）

 各国の中央銀行が持つ通貨自主権に抵触しかねない本サービスが各国で実施
されること対し、各国政府は懸念を表明

 フランスのブリュノ・ルメール経済・財務相発言要旨：
• 「現状のままでは、ヨーロッパの地へのリブラ導入を許可することは
できない」

JETRO https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/10/4

dad45d97

717c4ac.ht

ml
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（3/14）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191024/k10012146141000.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/4dad45d97717c4ac.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U3 スペクトルを
カバーする
自主基準：
貯蓄債券
から露出計
まで

10月28日ANSIは米国貯蓄債券の仮想スタンプに関する規格の策定について紹介
 策定規格名称：

• ANSI X9.100-189-2019（貯蓄債券支払いエージェント仮想スタンプ）
 規定内容：

• 仮想スタンプの内容と適切な配置に関する情報を提供。仮想スタンプ
の要件を定義

 策定者概要：
• ANSIのメンバーであるAccredited Standards Committee, Inc. 

– Financial Industry Standards(ASCX9）
• ASCX9には100超のメンバー企業と250のメンバー代表が所属
• ASCX9は今後、データおよび情報セキュリティ、証券、電子決済、
新興決済、小切手、バックオフィス業務、コーポレートバンキング等
の分野における標準化をさらに推進予定

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

fa876ed6-

d8e9-

454d-

86c4-

cd7a53f8a

eab
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（4/14）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=fa876ed6-d8e9-454d-86c4-cd7a53f8aeab
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C1 中国の製油
所が精製能
力強化のた
めに1億
4,000万ドル
のグリーン
ボンドを
発行

10月10日国際基準に沿わない中国の石炭関連プロジェクトへのグリーンボンドの
発行が増加

 石炭関連プロジェクトへのグリーンボンド発行実態（抜粋）：
• 石油精製企業である江蘇省東盛有限公司が10億元（1億4606万ド
ル）相当のグリーンボンドを発行し、石油化学コンビナートに資金供給

• 国際基準では禁止されている石炭、石油、ガス精製におけるクリーン
テクノロジーと効率性の向上のためのグリーンファイナンスの使用を
中国は許可

• グリーンボンド基準を推進するクライメットボンドイニシアチブによると、
中国は、2019年上半期に218億ドルのグリーンボンドを発行している
が、国際基準に沿ったものは半分未満

 北京のグリーンピース上級運動家のLiu Junyan氏見解：
• 今年中国における非グリーンプロジェクトへのグリーンファイナンスの
割合が急増している状況を不安視

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-china-

refinery-

greenbond

s/china-

refiner-

issues-

140-

million-

green-

bond-to-

fund-new-

capacity-

idUSKBN1

WP0CA

1-C2 ISO / TC68 

/ SC9 / 

SG1が最初
のウェブ
会議を開催

10月11日 ISO / TC68 / SC9 / SG1（金融サービス技術委員会情報交換小委員会
スタディグループ1）設立後、初のウェブ会議を開催（9月17日）

 ISO / TC68 / SC9 / SG1概要：
• 2019年5月に開催されたISO / TC68（金融サービス技術委員会）年
次総会において設立が決定。現在、13の加盟国と機関から33人の
専門家が登録

 ウェブ会議概要：
• 参加者がSG1の作業内容、作業計画、およびISO 20022（金融通信
メッセージの国際標準）の改訂に関するコメントについて意見交換を
実施し、SG1の作業計画および作業内容について合意

 今後の予定：
• 2週間ごとにウェブ会議を開催し、ISO 20022のレビューの意見に
関して討議し、研究報告書を発表（2020年3月予定）

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929484/29

75156/ind

ex.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/4)

ファイナンステーマ別情報詳細

ファイナンス分野関連記事詳細（5/14）

https://www.reuters.com/article/us-china-refinery-greenbonds/china-refiner-issues-140-million-green-bond-to-fund-new-capacity-idUSKBN1WP0CA
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929484/2975156/index.html
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国

参照#
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C3 広東省、香
港、マカオ
大湾区で初
の金融業界
規格が発行

10月11日広東省、香港、マカオ大湾区で初の金融業界規格「金融セルフサービス
機器運用および保守サービス仕様」（T/GDJR 001-2019）が発行
（9月27日）
 中国決済管理協会と広東省標準化協会が共同で起草し、広東金融科学技術
協会、広州標準化推進協会、深セン標準化協会が共同で発行

 規格概要：
• 広東省、香港、マカオの主要な金融セルフサービス機器メーカーや
広東省の主要な商業銀行における金融セルフサービス機器の運用お
よび保守サービス、サービス品質要件、サービス内容、サービスプロ
セス、サービスセキュリティ、評価および改善などの一般要件を規定

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929484/29

75203/ind

ex.html

1-C4 ISO監査
データサー
ビス技術委
員会の設立
が承認

10月11日国家市場管理局（国家標準化管理委員会）がISOに提出していた「監査
データサービス」技術委員会（ISO/TC 295）の設立提案が承認
 国家市場管理局は、ISO事務局に対しISO/TC 295としての新規技術委員会の
設立を提案（2019年4月）

 ISO/TC 295は、監査情報分野におけるISO初の技術委員会としてPメンバー
10カ国、Oメンバー11か国より構成

 TC295の目的：
• 公的部門予算や非金融企業のERP情報、財務報告等の監査データ
の効率的な識別、受取り、使用のための前処理、管理、および分析
手法の標準化

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/xw/sj/20

1910/t201

91010 30

7251 html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/4)

ファイナンステーマ別情報詳細

ファイナンス分野関連記事詳細（6/14）

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929484/2975203/index.html
http://www.samr.gov.cn/xw/sj/201910/t20191010_307251.html
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C5 中国が2020
年1月に
発効する
「暗号法」を
初めて可決

10月26日中国は、暗号化を規制する「中国共和国暗号法」を可決（10月26日）
 背景：

• 法律の草案が公開（5月7日）
 法律概要：

• 公共の暗号化作業を主導する中央暗号化機関の役割を確立し、暗号
の定義や事業者のルール、違反行為に対する罰則等、業者向けの
ガイドラインを規定

• 暗号を国家機密に相当する「中核暗号」および「一般暗号」と、
ビジネスに活用される「商業用暗号」に分け、輸出入における規制や
国際標準づくりの奨励等も明確化

 今後の予定：
• 2020年1月1日より発効予定

Cointelegraph

仮想通貨
Watch

https://coin

telegraph.

com/news/

china-

passes-

first-ever-

crypto-law-

going-into-

effect-

january-

2020

https://cryp

to.watch.i

mpress co.

jp/docs/ne

ws/121598

7 html

1-C6 Facebook
のLibraが
衰退する中、
中国は独自
のデジタル
通貨の発売
を準備

10月29日中国は、世界初の政府支援デジタル通貨の発行を準備中
 背景：

• 中国の習近平国家主席は、標準化に関する研究を含むブロック
チェーン技術の推進を指示（10月24日）

• 暗号化を規制する新しい法律を可決（10月26日）
 Li Wei氏（中国人民銀行技術責任者）発言要旨：

• 「商業銀行はデジタル通貨のバックボーンであるブロックチェーン技術
の使用を増やすべきである」

Fortune https://fort

une.com/2

019/10/29/

china-

digital-

currency-

facebook-

libra-

languishes

/

1-C7 中国、電子
決済やブ
ロックチェー
ン製品を認
証する規制
当局を新設
【フィスコ・ビット
コインニュース】

10月30日中国人民銀行が、電子決済やブロックチェーン関連サービス等の新技術
の認証を実施し、リスク管理を行う規制当局を新設

 背景：
• 中国の習近平国家主席は、標準化に関する研究を含むブロック
チェーン技術の推進を指示（10月24日）

• 中国人民銀行がブロックチェーン技術を利用したデジタル版の人民元
の発行計画に言及（10月28日）

幻冬舎ゴールド
オンライン

https://cc.g

entosha-

go.com/arc

hives/1020

3
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/4)

ファイナンステーマ別情報詳細

ファイナンス分野関連記事詳細（7/14）

https://cointelegraph.com/news/china-passes-first-ever-crypto-law-going-into-effect-january-2020
https://fortune.com/2019/10/29/china-digital-currency-facebook-libra-languishes/
https://cc.gentosha-go.com/archives/10203
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ファイ
ナンス

中国 1-C8 中国テンセ
ント、ブロッ
クチェーン
ベースの
国際的イン
ボイス規格
策定を主導

10月30日中国Tencent社は、中国の税務当局よりブロックチェーンベースの
インボイス規格草案の作成について承認を獲得

 背景：
• 深圳での税金詐欺対策イニシアティブとして開始
• 事業報告の透明性を提供するため、テンセントのブロックチェーン
技術の活用取組みを発表（2018年）

 承認概要：
• 電子インボイスに関する国際会議（10月29日）にて英国、スイス、
スウェーデン、ブラジルを含む複数の国、及び中華人民共和国国家
税務総局(China’s State Administration of Taxation)が支援
• 国際電気通信連合（ITU）の電気通信標準化部門（ITU-T）が
会議を主催

• テンセントの他、中国情報通信研究院（The China Academy of 

Information and Communications Technology）及び深圳市税務局
（Shenzhen Taxation Bureau）が策定に関与

Coindesk https://ww

w.coindes

kjapan co

m/25881/

1-C9 中国、デジ
タル決済と
ブロック
チェーン
製品の新た
な規制を
発表

10月31日中国人民銀行はフィンテック製品認証（CFP）を導入し、デジタル決済と
ブロックチェーンサービスに使用される金融テクノロジー・ハードウエアと
ソフトウエアを認証

 CFP概要：
• 中国人民銀行は、製品がプロトタイプテストとオンサイトテストに合格
すると、申請者に対し「フィンテック製品認証（CFP）」を授与（3年毎に
更新を実施）
• 現在、デジタル決済サービスのフロンドエンドおよびバンクエンド
開発に使用可能な11の認証済製品リストを公開

• POSモバイル端末、組み込みアプリケーション・ソフトウエア、
ユーザーフロントエンド・ソフトウエア、セキュリティキャリア、
セキュリティチップ等を網羅

Coindesk https://ww

w.coindes

kjapan co

m/25853/
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(4/4)

ファイナンステーマ別情報詳細
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ファイ
ナンス

ベト
ナム

1-A1 ベトナムと
フィンランド：
ブロック
チェーント
レーサビリ
ティテクノロ
ジーを利用
した企業
支援

10月31日ベトナム認証センター（QUACERT）が、フィンランドのブロックチェーン
企業Bering＆Company及びベトナムの飲料メーカHABECOとブロック
チェーントレーサビリティテクノロジーに関する覚書を締結

 覚書締結概要：
• QUACERTとBering＆Companyがブロックチェーントレーサ
ビリティテクノロジーの推進と提供に関する覚書を締結

• QUACERT、Bering＆Company及びHABECOの3社がトレーサ
ビリティシステムのパイロットに関する覚書を締結

 署名式出席者：
• Kari Kahiluoto駐ベトナムフィンランド大使及びTran Van Vinh 
ベトナム規格・計量・品質総局規格部長が出席

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/viet-

nam-phan-

lan-ho-tro-

doanh-

nghiep-ap-

dung-

cong-

nghe-truy-

xuat-

nguon-

goc-

blockchain

/

ASE

AN

1-A2 フィンテック
企業は規制
当局に対し、
東南アジア
市場を発展
させるため
のさらなる
開放性を
要求

10月24日SCxSC Fintech Conference 2019を開催、東南アジアのフィンテック
関連規制緩和について議論（10月22～23日＠クアラルンプール、
マレーシア）

 イベント概要：
• Securities Commission Malaysiaが主催
• フィンテック業界関係者が800人以上参加

 協議概要：
• 東南アジアにおけるフィンテック市場の発展においては、規制緩和が
不可欠であることを確認
• インドネシアにおいては、政府がイスラムフィンテックを推進して
いることに言及

• また、インドネシアフィンテック協会が、規制緩和に向け、当局と
協議をしていることを紹介

Tech in Asia https://ww

w.techinas

ia.com/fint

ech-firms-

ask-

regulators-

openness
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ファイナンス分野関連記事詳細（9/14）
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https://tcvn.gov.vn/2019/10/viet-nam-phan-lan-ho-tro-doanh-nghiep-ap-dung-cong-nghe-truy-xuat-nguon-goc-blockchain/
https://www.techinasia.com/fintech-firms-ask-regulators-openness
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 EU、中国、
その他の国
は「グリー
ン」投資
資金を調整
するために
チームを
組む

10月19日EU、中国を含むInternational Platform on Sustainable Finance 

(IPSF)のメンバーは、民間及び公共のグリーン投資規則及び基準を策定
（10月18日）

 International Platform on Sustainable Finance (IPSF)概要：
• 欧州委員会（EC）が主導し、持続可能な経済への世界的な移行を
目指す取り組み

• EU、アルゼンチン、カナダ、チリ、中国、インド、ケニア、モロッコの
関係機関が参加
• メンバー国全体で世界GDPの44％を占め、同量の二酸化炭素
排出削減量の義務を負担

• 特に、世界の持続可能な投資に関する規則及び基準の調和を行うこ
とにより、民間資本のグリーン投資を促進するため、3つの活動内容
を規定
• 持続可能な金融のベストプラクティス情報の交換と普及
• 持続可能な金融の国際的な拡大に向けた障壁と機会の特定
• 持続可能な金融問題に関する国際的な協力の調整及び強化

Reuters

European 

Commission

(EC)

https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-imf-

worldbank-

green-

investment

/eu-china-

others-

team-up-

to-

coordinate

-green-

investment

-financing-

idUSKBN1

WX2IE

https://eur

opa.eu/rap

id/press-

release Q

ANDA-19-

6116 en h

tm

1-O2 【国際】CBI、
中央銀行に
気候変動緩
和策を提言。
量的緩和で
のグリーン
資産優先
購入やブラ
ウン・タクソ
ノミー等

10月20日CBIは各国の中央銀行と金融当局に対し、気候変動リスク対策での主導
的な役割を提言するレポートを発表（10月16日）

 レポートへの協力機関：
• 世界自然保護基金（WWF）
• 英ロンドン大学（SOAS）サステナブルファイナンス・センター

 レポート内容：
• 中央銀行及び金融当局に対し、金融システミックリスクを懸念する立
場として、気候変動によるシステミックリスクを避けるため、ファイナン
スを受けるべきではないセクター等を定義した「ブラウン・タクソノミー」
を作成すべきと提言

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/10/20/cbi-

central-

banks/431

32
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ファイナンス分野関連記事詳細（10/14）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.reuters.com/article/us-imf-worldbank-green-investment/eu-china-others-team-up-to-coordinate-green-investment-financing-idUSKBN1WX2IE
https://sustainablejapan.jp/2019/10/20/cbi-central-banks/43132
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ファイ
ナンス

国際 1-O3 【国際】
中銀・金融
当局連合
NGFS、
中央銀行の
ESG投資
ガイダンス
発行。気候
変動は金融
リスクの
発生源

10月20日NGFS(Network for Greening the Financial System)は、中央銀行が
保有する投資ポートフォリオ・マネジメントにおいてサステナビリティを考慮
することを提言するとともに、中央銀行のポートフォリオ・マネジメントのた
めのESG責任投資ガイダンスを発行(10月17日)

 NGFS(Network for Greening the Financial System)概要：
• 気候変動に関する金融リスクを検討するための中央銀行・金融当局
ネットワーク

• 英イングランド銀行、ドイツ連邦銀行/独連邦金融監督庁（BaFin）、
フランス銀行/仏健全性監督機構（ACPR）、オランダ銀行、スウェーデ
ン金融監督機関、中国人民銀行、シンガポール通貨金融庁、メキシコ
銀行の中央銀行の8行により発足

• EUが進めているTCFD提言の金融監督行政への反映へ、低炭素経
済分野のタクソノミーを支持するとともに、中央銀行自身の投資ポート
フォリオ運用でもESG投資を推進することを提唱

 ガイダンス内容：
• 気候変動は金融リスクの発生源と明言
• NGFSの加盟国・地域からのアンケート調査を実施し、それらをケース
スタディとして記載し、中央銀行がESG投資を実現するための5つの
戦略を明記

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/10/20/a-

sustainabl

e-and-

responsibl

e-

investment

-guide-for-

central-

banks/431

35
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ファイナンス分野関連記事詳細（11/14）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://sustainablejapan.jp/2019/10/20/a-sustainable-and-responsible-investment-guide-for-central-banks/43135
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ファイ
ナンス

国際 1-O4 【国際】
PRI、UNEP 

FI等、ESG
投資とフィ
デューシャ
リー・デュー
ティーの関
係に関する
最終報告書
発表

10月24日国連責任投資原則（PRI）、国連環境計画金融イニシアチブ（UNEP FI）、
米Generation Foundationの3者は、ESG投資とフィデューシャリー・
デューティー（受託者責任）の関係を分析した報告書の最終版を発表
（10月22日）
 最終報告書は、2014年に発表された報告書のアップデート版として発表

 報告書内容：
• 金融規制の中にESG基準の導入が極めて重要になってきていること
を示し、受益者にとってのフィデューシャリー・デューティーの概念を
明確にするよう各国政府に要請

• EU、英国、カナダ、中国において、フィデューシャリー・デューティーの
概念にESGの考え方を組み入れる動きが発生していることを歓迎
した一方、米国については懸念を表明

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/10/24/esg

-fiduciary-

duty/4322

8

1-O5 中国企業が
ブロック
チェーン請
求書のため
の標準開発
を主導

10月29日インターネット大手のTencent Corpは、中国税務当局からプロジェクトの
承認及び他国からの支援を獲得し、ブロックチェーン技術ベースの請求書
に関する初の国際規格の起草を主導していると発表

 プロジェクト名：
• General Framework of DLT-Based Invoices

 草案作成者：
• Tencent、中国情報通信技術アカデミー、中国南部広東省深圳税
務局

 承認・支援国：
• 英国、スイス、スウェーデン、ブラジル等（電子請求書標準に関する

ITU-T国際会議にて承認）

Global Times http://www.

globaltime

s.cn/conte

nt/116830

4 shtml

https://ww

w.coindes

kjapan co

m/25881/
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https://sustainablejapan.jp/2019/10/24/esg-fiduciary-duty/43228
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ファイ
ナンス

国際 1-O6 ITUが世界
で最も包括
的な標準化
プラット
フォームで
あるように
努力する理
由：Bilel 

Jamoussi

10月29日 ITU電気通信標準化局スタディグループ部門チーフBilel氏は、ITU標準
化プロセスに関する初心者向けの2日間の「実践的」トレーニングプログラ
ムについて紹介
 トレーニングセッションでは、ITU標準化会議のシミュレーションを実施

 参加者：
• 21か国より49名の専門家

 また近年、発展途上国によるITU標準化への参加が大幅に増加し、その成果を
得ていることを紹介

 事例紹介概要：
• 発展途上国が主導するICTの「モバイルマネー」等の革新は、デジタ
ル金融サービスのセキュリティと信頼に対処するITU国際標準からの
支援を受領

• 最小限の費用と環境への影響で展開可能な軽量の光ケーブルに関
するITU規格はネパールにおいて、エベレストベースキャンプやアンナ
プルナトレッキングトレイル等の遠隔地との接続に使用

ITU News https://new

s.itu.int/wh

y-itu-

strives-to-

be-most-

inclusive-

standardiz

ation-

platform/
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ファイナンス分野関連記事詳細（13/14）

ファイナンステーマ別情報詳細
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ファイ
ナンス

国際 1-O7 「UN 

Climate 

Finance＆
Sustainabl

e Investing 

Conference 

2019」で
国連SDGs
に関する6
つのトピック
について
議論

10月29日国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）が香港のNGO World 

Green Organisation（WGO）と「国連気候・ファイナンス＆持続可能な投
資会議」を開催（10月17日～18日＠香港）

 会議の目的：
• 政策立案者、企業・金融セクター、国際機関等のステークホルダーが
集まり、気候変動に強い投資を促進、SDG支援し、アジア太平洋のグ
リーン資本市場を拡大するための課題について議論

 主な議論のテーマ：
• グリーンファイナンスと持続可能な投資
• グリーンイノベーションと投資
• 年金基金とESG投資
• 資産管理、ESG統合およびグリーンボンド
• グリーン経済とスマートテクノロジー
• インフラストラクチャファイナンスにおける官民パートナーシップ

 参加者：
• アジア大洋州の関連省庁、金融機関、IFC、世界銀行グループ、
アジア開発銀行研究所の代表等400人以上

PR Newwire https://mar

kets.busin

essinsider.

com/news/

stocks/un-

climate-

finance-

sustainabl

e-

investing-

conferenc

e-2019-

examines-

6-topics-

oriented-

towards-

sdgs-by-

united-

nations-

10286390

05
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https://markets.businessinsider.com/news/stocks/un-climate-finance-sustainable-investing-conference-2019-examines-6-topics-oriented-towards-sdgs-by-united-nations-1028639005
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E1 EUは無駄
で修理不能
な製品の
プラグを抜く

10月1日 欧州委員会（EC）は、家電製品のエコデザインに関する新規則
（Regulation）を適用開始（10月1日）

 新規則概要：
• 欧州のEcodesign Directiveの一部として、適用
• 2021年の時点で、EU市場における対象家電製品は、長寿命化の
ための修理要件を満たす必要があることを規定
• 対象製品としてテレビ、モニター、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、洗濯
乾燥機、食洗機、照明製品を規定

• デザインの改善とハロゲン化難燃剤の除去（ディスプレイの場合）
により、リサイクルを促進

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

European 

Commission

(EC)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/pres

s-release-

eu-to-pull-

plug-on-

wasteful-

unrepairab

le-

products/

https://ec e

uropa eu/c

ommission

/presscorn

er/detail/e

n/ip 19 5

895

2-E2 MedTech 

Europeは
デジタルヘ
ルスの相互
運用性に関
するポジショ
ンペーパー
を公開

10月3日 MedTech Europeは、デジタルヘルスの相互運用性に関するポジション
ペーパーを公開

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、Electronic Health Record Exchange Format
を発行（2月6日）

• MedTech Europeは、デジタルヘルスの相互運用性に向けた行動を
促す声明を発表（7月10日）

 ペーパー概要：
• MedTech Europeとして、ヘルスケアのデジタル変換のサポート及び
相互運用性の高いデジタルヘルスエコシステムの構築への貢献を
表明

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/medtec

h-europe-

published-

digital-

health-

interopera

bility-

position-

paper/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（1/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/press-release-eu-to-pull-plug-on-wasteful-unrepairable-products/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europe-published-digital-health-interoperability-position-paper/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E3 MDRの実
装をサポー
トするため
に公開され
た安全性お
よび臨床パ
フォーマン
スガイダン
スの概要

10月3日 欧州委員会（EC）は、医療機器規則（MDR）施行に向けたガイダンス文書
「MDCG 2019-9 Summary of safety and clinical performance A 

guide for manufacturers and notified bodies - August 2019」を
公開（9月27日）

 背景：
• 医療機器規制（MDR）第32条により、医療機器メーカーは、カスタム
メイドまたは調査用デバイス以外の埋め込み型デバイス及びクラスIII
デバイスに関して、 safety and clinical performance (SSCP) の要約
作成が必要に

 ガイダンス概要：
• 医療機器メーカー及び通知機関向けに、 safety and clinical 

performance (SSCP) の詳細について説明

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/summa

ry-of-

safety-

and-

clinical-

performan

ce-

guidance-

published-

to-support-

the-

implement

ation-of-

the-mdr/

2-E4 医療機器お
よび体外診
断医療機器
の専門家
パネルへの
expression 

of interestを
呼びかけ

10月3日 欧州委員会（EC）は、医療機器及び体外診断用医療機器の専門家
パネルに対するExpression of Interest （EOI）を募集

 背景：
• ECは、医療機器及び対外診断用医療機器規則に係る専門家パネル
設置に関し、Commission Implementing Decision (EU) 2019/1396
（ of 10 September 2019 laying down the rules for the application 

of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of 

the Council as regards the designation of expert panels in the 

field of medical devices）を発行（9月10日）
 募集内容：

• 3年間の任期で医療分野の専門家パネルを募集
 今後の予定：

• 希望する専門家は、申請書を提出（～11月10日）

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/call-for-

expression

-of-

interest-

for-expert-

panels-on-

medical-

devices-

and-in-

vitro-

diagnostic-

medical-

devices/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（2/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/summary-of-safety-and-clinical-performance-guidance-published-to-support-the-implementation-of-the-mdr/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/call-for-expression-of-interest-for-expert-panels-on-medical-devices-and-in-vitro-diagnostic-medical-devices/
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情報源

(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E5 医療機器機
械指令
（2006/42/E

C）のEHSR
適用に関す
るCOCIRの
勧告

10月7日 COCIRは、医療機器機械指令（2006/42/EC）のEssential Health & 

Safety Requirement （EHSR）の適用に関するガイダンス文書を発表
 背景：

• 医療機器規制（MDR）は、General Safety & Performance 

Requirements （GSPR）より EHSR がより詳細な条件を定めている
場合、EHSRへの準拠を規定

 文書概要：
• MDRの実装（2020年5月～）に向け、EHSRの適合に関する実践的
なガイダンスを記載

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry
（COCIR）

https://ww

w.cocir.org

/media-

centre/posi

tion-

papers/arti

cle/cocir-

recommen

dation-

applicabilit

y-of-ehsr-

of-the-

machinery

-directive-

2006-42-

ec-to-

medical-

devices ht

ml

英国 2-E6 BSIがデジ
タル識別と
顧客認証の
実施に関す
る規格を
発行

10月8日 BSIは、欧州指令に対応した公開仕様書「PAS 499:2019 Code of 

practice for digital identification and strong customer 

authentication」を発行
 規格概要：

• Second Payments Services Directive（PSD2）に基づき、
組織のシステム最適化に必要な推奨事項を提供

• デジタル識別と強力な顧客認証に関する複数観点の規制要件に適合
• Identity validation

• Identity verification

• Enrolment

• Authentication

• Delegated authority and authorization

• Security and usability

• Risk models for authentication

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/bsi-

launches-

code-of-

practice-

for-digital-

identificati

on-and-

customer-

authenticat

ion/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（3/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/cocir-recommendation-applicability-of-ehsr-of-the-machinery-directive-2006-42-ec-to-medical-devices.html
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/october/bsi-launches-code-of-practice-for-digital-identification-and-customer-authentication/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E7 ePrivacyを
再考する時

10月8日 COCIRは、欧州委員会（EC）に対しePrivacy規則の再検討が必要で
あることを表明

 背景：
• 2017年1月、欧州連合理事会にてePrivacy規則草案について協議

 意見概要：
• 欧州委員会に対し、ePrivacy規制の再協議を提案

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry
（COCIR）

https://ww

w.cocir.org

/media-

centre/posi

tion-

papers/arti

cle/time-to-

rethink-

eprivacy ht

ml

ドイツ 2-E8 ドイツはデ
ジタルヘル
ス改革でEU
のリーダー
になることを
目指す

10月16日ドイツ議会の健康委員会は、デジタルヘルス推進に向け、国内法Digital 

Supply Lawの草案について討議
 Digital Supply Law概要：

• ヘルスケアシステムの抜本的なデジタル化を推進するため、複数
規定を盛り込み（以下、例）
• 健康保険会社に対し、糖尿病患者の病状管理アプリへの支払いを
要求

• ビデオ診察や電子メールの利用による払戻し率上昇を規定
 今後の予定：

• 連邦保健省は、2021年までに全被保険者の電子健康記録を作成を
志向

• プライバシーと個人データ保護に関し、別途法案の導入を検討中
 Michael Strübin氏（director for digital health at the EU medical devices 

lobby, MedTech Europe）発言要旨：
• 「ドイツやフランスのような大国は、デジタルヘルスの推進に当たり国
際基準への準拠が必要不可欠である。相互互換性を担保するための
規格整備や調達基準の統一等の作業が必要である」

POLITICO https://ww

w.politico.

eu/article/g

ermany-

aims-to-

become-

eu-leader-

in-digital-

health-

revamp/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（4/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/time-to-rethink-eprivacy.html
https://www.politico.eu/article/germany-aims-to-become-eu-leader-in-digital-health-revamp/
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ヘルス
ケア

英国 2-E9 英国のヘル
スケア、品
質及び標準
化団体が協
働し、臨床
サービスの
認定を支援

10月22日BSI、Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP)、Royal 

College of Anaesthetists、Royal College of Nursing、Royal 

College of Physicians及びthe United Kingdom Accreditation 

Service (UKAS)は、英国の臨床サービス評価の使用促進の協力に関
する共同声明を発表（10月22日）

 協力内容：
• 品質改善に対する構造化されたアプローチを可能とする一連の要件
とインフラストラクチャを備えた臨床サービスを提供し、医療の質と
有効性を改善

• 臨床サービスにおける認証スキームの開発を奨励し、スキーム提供
者国の国家標準としての認定を促進

• Care Quality Commission (CQC)等の規制機関とイニシアティブと
統合し、品質改善のサポート及び保証に関するメカニズムを整備

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/uk-

health-

quality-

and-

standards-

organisatio

ns-join-

forces-in-

support-of-

clinical-

service-

accreditati

on/

2-E10 BSIは英国
における
体外診断用
医療機器
規則
（IVDR）の
指定を獲得

10月28日英医薬品・医療製品規制庁（MHRA）は、BSIを新対外診断用医療機器
規則（IVDR、EU 2017/746）の欧州初の通知機関として指定（10月26日）

 指定概要：
• BSIは、IVDRの実施規則（EU 2017/2185）にて指定された
全デバイスを対象とする初の通知機関として、80以上の適合性評価
を提供予定
・がん検査、遺伝子検査、生理学的マーカー、コンパニオン診断用
のデバイス等、新しくIVDR指定を受けたデバイスも対象

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/medica

l-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/bsi-

achieves-

designatio

n-to-the-in-

vitro-

diagnostic

s-

regulation-

in-the-uk/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（5/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/october/uk-health-quality-and-standards-organisations-join-forces-in-support-of-clinical-service-accreditation/
https://www.bsigroup.com/en-GB/medical-devices/news-centre/enews/2019-news/bsi-achieves-designation-to-the-in-vitro-diagnostics-regulation-in-the-uk/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E11 コネクテッド
製品は消費
者を失望さ
せてはいけ
ない

10月 ANECは、BEUCと共に無線機器に関する欧州指令（2014/53/EU）の委
任法令の採択を支援

 背景：
• ANECは、コネクテッド製品や玩具がもたらすリスクについて消費者と
公的機関に警告するキャンペーン#toyfailに参加（2016年12月）
• Norwegian Consumer Council及びBEUCが支援

• ANECは無線機器の安全性問題に関するテストを実施し、EC TCAM
委員会にて結果を提示
• 加盟国に対しユーザーの個人データとプライバシー保護のため、
無線機器の安全性に関する委任法の採択支援を要請

• ANECは、欧州委員会（EC）の欧州指令（2014/53 / EU）の委任法令
に関する公開討議に参加（2019年夏）

 ANECの支援概要：
• BEUCと共に、欧州指令2014/53 / EUのArticle3(3)(e)及び(f)に
基づく委任法の採択をサポート
• Article3(3)(d)についても、考慮する必要があることを強調

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers

2-E12 5つの家電
製品の新し
いエコデザ
インルール

10月 ANECは、欧州委員会（EC）の家電製品のエコデザインに関する新規則
（Regulation）についてBEUCと共にコメントを発表

 背景：
• ECは、5つの家電製品（洗濯機、食洗機、冷蔵庫、電子ディスプレイ、
照明機器）に対し、新エコデザイン規則を適用（10月1日）

 コメント概要：
• 新規則について、概ね賛成していることを発表

• 但し、スペアパーツの耐久性や修理要件について、改善の余地が
あることを指摘

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representation 

in 

Standardization 
（ANEC）

The European 

Consumer 

Organisation

(BEUC)

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers

https://ww

w.beuc.eu/

publication

s/eu-

makes-5-

household

-

appliances

-safer-and-

repairable-

does-not-

go-full-

mile/html
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（6/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.anec.eu/publications/newsletters
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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ヘルス
ケア

欧州 2-E13 ECOSと
パートナー
は欧州で
Right to 

Repairキャ
ンペーンを
開始

10月7日 ECOSは、家電製品のエコデザインに関するRight to Repair
キャンペーンを開始（9月21日～）

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、家電製品のエコデザインに関して、新規則を
適用（10月1日）
• 2021年の時点で、EU市場における対象家電製品は、長寿命化の
ための修理要件を満たす必要があることを規定

 キャンペーン概要：
• ECOSは、EEB、iFixit、Runder Tisch Reparatur及びRestart 

Projectと協力
• 製品の長寿命化による生産と消費のパターンの変化を強調、更なる
修理の促進のための政策措置を要請

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-and-

partners-

join-

forces-to-

launch-a-

right-to-

repair-

campaign-

in-europe/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（7/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/ecos-and-partners-join-forces-to-launch-a-right-to-repair-campaign-in-europe/
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 ASTM 

Internation

al Groupが
再利用可能
な医療機器
のクリーニ
ングガイドを
承認

10月10日ASTMは医療デバイスの効果的な洗浄手順の評価に貢献する一連の規
格策定の中で、3番目となる規格を承認
 新規標準は、洗浄方法の検証を目的とした試験汚れの洗浄に焦点を当てており、
近日中にF3321として公開予定

 策定機関：
• ASTM Internationalの医療および外科材料およびデバイスに関する
委員会(F04)によって開発

 （参考）発行済みの2規格：
• F3208：Standard Guide for Selecting Test Soils for Validation of 

Cleaning Methods for Reusable Medical Devices

• F3293：Standard Guide for Application of Test Soils for the 

Validation of Cleaning Methods for Reusable Medical Devices

 （参考）今後策定予定の規格：
• WK63284：New Guide for Detection and Quantification of 

Cleaning Markers (Analytes) for the Validation of Cleaning 

Methods for Reusable Medical Devices

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-group-

approves-

guide-

cleaning-

reusable-

medical-

devices

2-U2 米国退役軍
人省及び
ULの調査に
よると、UL 

Cybersecur

ity 

Standardは
接続された
医療機器の
リスク管理
を提供

10月16日米国退役軍人省 (VA)及びULは、医療機器のサイバーセキュリティに関
する2年間の共同研究開発契約(CRADA)プログラムの完了を発表

 プログラム目的：
• 接続された医療機器のサイバーセキュリティ標準と実用的な認証
アプローチ市場における既存のギャップに対処

 プログラム内容(抜粋)：
• 2016年から2018年にかけて、VAとULはUL 2900シリーズの標準を
ベンチマークとして使用

• 接続された医療機器の展開とライフサイクル管理における重要な
サイバーセキュリティの脆弱性を特定し、医療機器メーカー向けの
ベースラインのサイバーセキュリティ要件を作成

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/us-

veteran-

affairs-

and-ul-

study-

shows-ul-

cybersecur

ity-

standard-

provides-

risk-

managem

ent
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/3)

ヘルスケア分野関連記事詳細（8/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-group-approves-guide-cleaning-reusable-medical-devices
https://www.ul.com/news/us-veteran-affairs-and-ul-study-shows-ul-cybersecurity-standard-provides-risk-management
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ヘルス
ケア

米国 2-U3 ULとCBRE
が中国で健
全な建物を
共同で推進
するための
戦略的協力
を達成

10月24日ULは第3回グリーンビルド国際会議にてCBリチャードエリス（CBRE）と
戦略的協力協定に署名したと発表(10月23日@上海)
 中国の健全な建物の開発を共同で推進し、中国で新しいグリーン且つ健康的で
持続可能な建築産業の創出支援に同意

 協定締結目的：
• 中国の健全な建物の開発を共同で促進し、新しいグリーン且つ
健康的で持続可能な建築産業の創設の支援

• 中国におけるFitwel Healthy Building認証システム（人、建物、
コミュニティの健康と持続可能性の向上場を目指す健康的な建物
認証システム）の包括的な開発を促進

 CBRE概要：
• グローバルな商業用不動産サービスプロバイダー

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

and-cbre-

reach-

strategic-

cooperatio

n-jointly-

promote-

healthy-

buildings-

china

2-U4 ANSIが
全国障害者
雇用意識月
間を守るた
めの幅広い
努力に参加

10月17日National Disability Employment Awareness Monthが10月に開催さ
れるのに合わせ、ANSIは障害者雇用に関する標準化活動について紹介
 ANSIのメンバー機関による標準化活動について紹介（以下、紹介機関）

• International Code Council (ICC)

• The Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of 

North America (RESNA)

• BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacturers 

Association)

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

6d1cc9d6-

f1a0-46aa-

8d1c-

fdf7fd0fbb

bf
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/3)

ヘルスケア分野関連記事詳細（9/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/ul-and-cbre-reach-strategic-cooperation-jointly-promote-healthy-buildings-china
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6d1cc9d6-f1a0-46aa-8d1c-fdf7fd0fbbbf
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ヘルス
ケア

米国 2-U5 Accelleraは、
機能安全の
ための設計
自動化と
ツールの相
互運用性に
対処するた
めの標準化
イニシアチ
ブを発表

10月28日Accelleraは、機能安全フローをサポートする規格に対する業界の関心を
判断するため、ワーキンググループを設立したと発表

 Accellera Systems Initiative（Accellera）概要：
• 世界中のエレクトロニクス業界で使用されるシステムレベルの設計、
モデリング、検証の標準を作成、サポート、促進、推進するための
独立した非営利組織

• 標準の開発を加速し、IEEEとの継続的なパートナーシップの一環と
して、作成した標準をIEEEに提供

 提案ワーキンググループ（Proposed Working Group：PWG）スコープ：
• 機能安全のための故障モード・効果・診断解析（FMEDA）と電子回路
オヨビシステムの設計・検証フローとの間のツールの相互運用を可能
とする標準に注力

 今後のスケジュール：
• 最初の機能安全PWG会議を開催予定(12月6日@ドイツ ミュンヘン)

• 当会議にて業界のベストプラクティスと要件に関するプレゼンテー
ションを実施し、標準化の方向性を検討予定

Globe 

Newswire

https://ww

w.globene

wswire.co

m/news-

release/20

19/10/28/1

936487/0/

en/Accelle

ra-

Announce

s-

Standardiz

ation-

Initiative-

to-

Address-

Design-

Automatio

n-and-

Tool-

Interopera

bility-for-

Functional

-

Safety.htm

l
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/3)

ヘルスケア分野関連記事詳細（10/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/28/1936487/0/en/Accellera-Announces-Standardization-Initiative-to-Address-Design-Automation-and-Tool-Interoperability-for-Functional-Safety.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C1 「IoTエッジ
コンピュー
ティング
パート1：一
般要件」標
準化キック
オフミーティ
ングを開催

10月8日 「IoTエッジコンピューティング パート1：一般要件」（国家規格計画番号：
20192140-T-469）標準化開発キックオフミーティングを開催
（10月15日＠北京）

 会議概要：
• 標準開発の背景紹介、エッジコンピューティング技術の概要説明、標
準の範囲と概要説明、作業分担等について討議

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi cn/20

1910/5633

.html

2-C2 家電に関す
る3つの必
須国家規格
の草案作成
に関する第
2回ワーキ
ンググルー
プ会議を
開催

10月11日家庭用および類似電化製品の要件に係る3つの国家規格のドラフト作成
に関する第2回ワーキンググループを開催（10月10日~11日＠北京）

 会議概要：
• 工業情報化部消費者製品部長、家電標準化技術委員会事務局長、
家電及び軽工業標準技術産業研究院副所長が講演

• ドラフト起草グループが関係者からの100以上の意見に基づき改訂の
ドラフト案を作成。規格の技術内容改善のため広範囲かつ詳細な
議論を実施

 検討対象規格（3規格）：
• 「家庭用および類似電化製品の一般的な要件」
• 「家庭用および類似電化製品の健康と安全に関する一般要件」
• 「家庭用および類似電化製品の省エネおよび環境保護に関する一般
要件」

 出席者：
• 製造業、試験・認証機関、国内外の業界団体の技術専門家60人
以上

家電及び軽工
業標準技術産
業研究院
（SAC/TC46）

http://www.

cheari.ac c

n/index.ph

p/Show/cid

/14/aid/72

5
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（11/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5633.html
http://www.cheari.ac.cn/index.php/Show/cid/14/aid/725
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ヘルス
ケア

中国 2-C3 研究所が
参加した
ロボット安全
の国家規格
が正式に
発行

10月31日国家規格GB/T 38244-2019「ロボット安全性の一般原則」が正式に発行
（10月18日）

 GB/T 38244-2019概要：
• 469-jqr 国家机器人标准化总体组（国家ロボット標準化グループ）
及び中国電子技術標準化研究院が策定に関与

• ロボットの安全性に関連する基本原則、設計原則、リスク評価、リスク
削減を規定、機械的安全性、電気的安全性、制御システムの安全性、
情報セキュリティに関するガイダンスを提供

 今後の予定：
• 規格の正式な実装を開始（2020年5月～）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi cn/20

1910/5724

.html
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（12/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5724.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C4 中国電子技
術標準化研
究院(CESI)
が第2回
接続技術と
標準化に関
するセミ
ナーを共催

10月10日中国電子技術標準化研究院 （CESI）が接続技術と標準化に関する
セミナーを開催し、電子機器に関する全国電気機械部品標準化技術
委員会（全国电子设备用机电元件标准化技术委员）専門家らが参画
（9月23~24日＠貴陽市）

 主催：
• 貴州航空宇宙電気有限公司
（電子機器に関する全国電気機械部品標準化技術委員会の副会長
を担当）

 フォーラム実施概要：
• 1つのメインフォーラム、5つのサブフォーラム、1つのワークショップに
より構成

• メインフォーラムでは、電子機器のための国家電気機械部品標準化
技術委員会、航空宇宙科学産業グループ信頼性センター、Huawei 

Technologies.、北京新エネルギー自動車有限公司エンジニアリング
研究所、CRRC青島四方機関車、貴州航空宇宙有限公司の専門家
が、コネクタ産業開発、軍事防衛、鉄道輸送、新エネルギー車、通信
および家電分野の技術開発ニーズ、スマートマニュファクチャリング
の分野で基調報告を実施

 参加者：
• コネクタ業界の上流・下流企業、関連機関、ユーザーの代表者、研究
機関、大学等より合計108団体

 张新明会長発言要旨：
• 「この会議を通じ、高度な技及び優れた製品の標準的な研究活動を
促進し、中国の独立した知的財産権を備えた高品質の標準を策定
および推進し、国際的なコネクタ産業における中国ブランドの影響と
市場競争力を継続的に向上させたい」

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi cn/20

1910/5649

.html
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（13/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5649.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C5 ルームエア
コンなどの
製品エネル
ギー効率規
格識別の実
装に関する
セミナーが
北京で開催

10月16日CNISエネルギー効率ラベリング管理センターは、China Refrigeration 

and Air-Conditioning Industry Associationと共同で、空調製品の
エネルギー効率規格ラベル表示の実施に関するセミナーを開催
（10月11日@北京、中国）

 背景：
• CNISエネルギー効率ラベリング管理センターは、ユニットエアコン
及びルームエアコンのエネルギー効率ラベリングの実施規則を改訂

 セミナー概要：
• 第13次5か年計画における省エネルギー関連の取り組みを発表
• GB 21454 The Minimum Allowable Values Of The IPLV And 

Energy Efficiency Grades For Multi-Connected Air-Condition 

(Heat Pump) Unitの改訂について議論
 参加者：

• 中国国内外の企業関係者及び協会関係者60名が参加

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis ac c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191016

45694.ht

ml

2-C6 ルームエア
コン製品
規格と技術
開発動向
セミナー

10月16日中国家用电器研究院（CHEARI）は、住宅エアコン製品規格と技術開発
動向セミナーを開催（10月15日）

 主催：
• 中国家用电器研究院（CHEARI）

 セミナー会議概要：
• GB/T 7725 Room air conditioners規格の改訂プロセス及び技術的
な問題を議論

 参加者：
• 国内空調メーカー、試験期間、学術機関等の専門家が参加

家電及び軽工
業標準技術産
業研究院
（SAC/TC46）

http://www.

cheari.ac c

n/index.ph

p/Show/cid

/14/aid/743
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ヘルスケア分野関連記事詳細（14/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201910/t20191016_45694.html
http://www.cheari.ac.cn/index.php/Show/cid/14/aid/743
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ヘルス
ケア

中国 2-C7 北京病院
建設革新
フォーラム
が盛大に
終了

10月21日第3回北京病院建設イノベーションフォーラムが開催
（10月17～18日@北京、中国）

 背景：
• 中国は「Healthy China 2030」計画を策定（2016年）

• 健康サービスの最適化、健康保護の改善及び健康的な環境の構
築を目標として提示

 イベント概要：
• 標準化機関を含む病院建築の関係者が参加し、スマート病院建設を
テーマに、より高品質な病院建築に向けた標準化作業及び技術協力
の必要性を確認

• 近年発行された病院に関する規格に言及
• GB/T35428-2017 Requirement of environmental control for 

hospital negative pressure isolation ward

• GB/T 33556.1-2017 Application Specification for Hospital 

Cleanrooms and Associated Controlled Environment -Part1: 

General Guidelines

• GB/T36372-2018 Cleanrooms and associated controlled 

environments - General technical requirements of combined 

envelope structure

中国標準化
協会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtxhxw/19

12.jhtml

国際/

中国
2-C8 第2回中国

看護情報
学会議–
抄録募集、
締め切りは
2019年
10月20日

10月2日 IMIAは第2回中国看護情報学会議（CNIC）を11月28日～12月1日に
海南省にて開催予定であり、本会議に向け抄録を募集（10月20日締切）

 第2回中国看護情報学会議（CNIC）テーマ：
• 「5Gエンパワーメント、スマートナーシング」

 抄録提出にあたり、候補となるトピック：
• ビックデータとAI

• 看護情報学における人間とコンピューターの相互作用
• 5G時代の新しいケアモデル

International 

Medical 

Informatics 

Association
（IMIA）

https://imia

-

medinfo or

g/wp/the-

2nd-

chinese-

nursing-

informatics

-

conferenc

e-call-for-

abstracts-

deadline-

october-

20-2019/
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（15/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1912.jhtml
https://imia-medinfo.org/wp/the-2nd-chinese-nursing-informatics-conference-call-for-abstracts-deadline-october-20-2019/
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ヘルスケア分野関連記事詳細（16/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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ヘルス
ケア

シンガ
ポール

2-A1 IoTセキュリ
ティに関す
るランドス
ケープリ
サーチ

10月2日 CSA（シンガポール政府/サイバーセキュリティ庁）は、Dutch National 

Cyber Security Centre (NCSC)と共同で、レポート"The Internet of 

Things (IoT) Security Landscape Study"を発行
 背景：

• NCSCとのMoU締結に基づき、CSAが調査を受託
• オランダMinistry of Economic Affairs and Climate Policy (MEAC)
が支援

 レポート内容：
• IoTセキュリティに関する11の課題について、現在の技術及び政策の
分析及び推奨事項を記載

• IoT製品及びサービスに関するイノベーションと標準化を促進し、より
安全なサイバー空間の構築を目的

Cyber Security 

Agency of 

Singapore 

(CSA)

https://ww

w.csa.gov.

sg/news/p

ublications

/iot-

security-

landscape

2-A2 医薬品を患
者の望む場
所へ安全配
送するのを
サポートす
る初の国家
規格

10月5日 医薬品輸送に関するシンガポール国内規格「SS 644:2019 Guidelines 

for the supply and delivery of medication」が発行
 SS 644:2019概要：

• Singapore Standards Council (SSC)、Pharmaceutical Society of 

Singapore (PSS)、Singapore Manufacturing Federation-

Standards Development Organisation (SMF-SDO) が策定を主導
• 医薬品及び物流業者に対し、医薬品の配送プロセス中の適切な保管、
セキュリティ、トレーサビリティ、安全性管理、法的及び専門的要件の
順守に関する明確なガイダンスを提供

• シンガポール保健省（MOH）のNational Pharmacy Strategyの方針
と一致
• 患者へのケアの質、手頃な価格、アクセス性の向上を企図

Enterprise 

Singapore 

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/octob

er/first-

national-

standard-

to-support-

the-safe-

delivery-

of-

medication

-to-

patients-

preferred-

locations

https://www.csa.gov.sg/news/publications/iot-security-landscape
https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2019/october/first-national-standard-to-support-the-safe-delivery-of-medication-to-patients-preferred-locations
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ヘルス
ケア

インド
ネシア

2-A3 BSNによる
医療機器向
けSNI実装
の具体的な
ステップとし
ての、医療
機器分野に
おけるSNI
適用ワーク
ショップ

10月15日BSNは、医療機器メーカー関係者に対し、医療機器分野のSNI規格適用
に関するワークショップを開催（10月11日@スマラン、インドネシア）

 背景：
• BSNは、スマランの全国品質月間においてスマートコミュニティと持続
可能な開発のための標準化と適合性評価をテーマにイベントを開催
（10月10～14日）

• BSNは、医療機器分野に関し294のSNI規格を策定（～2019年）して
いるものの、SNI認証された医療機器数は少なく、重要性の認知度が
低い状況

 イベント概要：
• 医療機器メーカー等の関係者に対し、SNI認証取得のガイダンスを
提供

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10588/sa

rasehan-

penerapan

-sni-di-

bidang-

alat-

kesehatan

-sebagai-

langkah-

nyata-bsn-

mendoron

g-

penerapan

-sni-alkes

https://bsn.go.id/main/berita/detail/10588/sarasehan-penerapan-sni-di-bidang-alat-kesehatan-sebagai-langkah-nyata-bsn-mendorong-penerapan-sni-alkes
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ヘルス
ケア

国際 2-O1 高齢者の
自立を支援

10月1日 IECはAAL(Active Assisted Living)の問題に対応する国際標準化
活動について紹介
 当分野への対応として、IEC SyC AALが設置されていることを紹介

 IEC SyC AAL設立目的：
• AALシステムとサービスの使用における安全性、セキュリティ、プライ
バシー及びベンダー間の相互運用性を促進し、それらのユーザビリ
ティとアクセシビリティを高める標準化の促進

 討議対象となるスコープ例：
• IoT(高齢者や障害者の日常生活を支援するためのデータ収集及び
交換)

• スマートホームケアシステム
• GPS追跡デバイス
• ウェアラブル且つポータブルな医療機器

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/helpin

g-the-

elderly-to-

remain-

independe

nt/

2-O2 NTTのIoT
システム向
けメッセージ
認証技術
「LightMAC
」 ISO／
IEC 29192-

6に採択

10月8日 日本電信電話（NTT）は、「LightMAC」の軽量暗号技術に関する国際
標準規格「ISO／IEC 29192-6」に採択されたと発表(10月4日)

 LightMAC概要：
• 農業分野、ヘルスケア分野、スマートハウス等で使用される、IoT機器
等小型機器向けのメッセージ認証技術

 規格名称：
• ISO/IEC 29192-6:2019：Information technology — Lightweight 

cryptography — Part 6: Message authentication codes (MACs)

atmarkit https://ww

w.atmarkit.

co jp/ait/art

icles/1910/

08/news03

3 html
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ヘルスケア分野関連記事詳細（18/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/10/helping-the-elderly-to-remain-independent/
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1910/08/news033.html
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ヘルス
ケア

国際 2-O3 ISOは最近、
医薬品識別
用語のメン
テナンスに
関する技術
レポートを
リリース

10月16日 ISOは、技術報告書「ISO/TR 14872:2019 Health informatics —

Identification of medicinal products — Core principles for 

maintenance of identifiers and terms」を発行
 規格概要：

• ISO/TC 215 Health informaticsにおいて検討・発行
• 医薬品識別（IDMP）ベンダーに対し、IDMP識別子と用語の継続的な
メンテナンスのフレームワークを提供

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201910/t

20191016

45692.ht

ml

国際/

中国
2-O4 第2回中国

看護情報
学会議–
抄録募集、
締め切りは
2019年
10月20日

10月2日 IMIAは第2回中国看護情報学会議（CNIC）を11月28日～12月1日に
海南省にて開催予定であり、本会議に向け抄録を募集（10月20日締切）

 第2回中国看護情報学会議（CNIC）テーマ：
• 「5Gエンパワーメント、スマートナーシング」

 抄録提出にあたり、候補となるトピック：
• ビックデータとAI

• 看護情報学における人間とコンピューターの相互作用
• 5G時代の新しいケアモデル

International 

Medical 

Informatics 

Association
（IMIA）

https://imia

-

medinfo or

g/wp/the-

2nd-

chinese-

nursing-

informatics

-

conferenc

e-call-for-

abstracts-

deadline-

october-

20-2019/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/3)

ヘルスケア分野関連記事詳細（19/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201910/t20191016_45692.html
https://imia-medinfo.org/wp/the-2nd-chinese-nursing-informatics-conference-call-for-abstracts-deadline-october-20-2019/
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ヘルス
ケア

国際 2-O5 国際的なイ
ベントにて
5Gと健康リ
スクを調査

10月22日 5G＆Healthイベントにて、IEC TC 106(Methods for the assessment 

of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with 

human exposure)議長がIECの標準化活動についてプレゼンテーション
を実施(10月17日@スロベニア)

 プレゼンテーション内容：
• 5Gに関する新規IECテスト規格の概要紹介
• ライブ5Gネットワークでの電磁界(EMF)テストの結果共有

 5G＆Healthイベント概要：
• スロベニア共和国保健省と行政省の後援の下、非電離放射線研究所
（INIS）が開催した国際セミナー

• WHO、INIS等が講演し、21か国から150名が参加

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/intern

ational-

event-

examines-

5g-and-

health-

risks/

2-O6 IEC規格は
業界および
規制当局
向けであり、
医療機器シ
ンポジウム
を承認

10月25日 IECは、医療機器規制をサポートするためのIEC標準化作業の使用に
関するシンポジウムを開催し、参加者が積極的に意見を交換

 発言内容(抜粋):

• IECEE(電気機器およびコンポーネントの適合性評価スキームのシス
テム)の副委員長がIECEEスキームは、家庭、オフィス、ワークショッ
プ、医療施設向けの電気および電子コンポーネント、デバイス、機器
の安全性、品質、効率、全体的な性能をテストし、国際規格に準拠し
ていることに言及

• IEC理事が、安全性、消費者の信頼及び世界貿易に対して国際規格
が積極的に貢献していることを紹介

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/iec-

standards-

are-for-

industry-

and-

regulators-

says-

medical-

device-

symposiu

m/
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ヘルスケア分野関連記事詳細（20/20）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/10/international-event-examines-5g-and-health-risks/
https://blog.iec.ch/2019/10/iec-standards-are-for-industry-and-regulators-says-medical-device-symposium/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E1 製造者イン
シデント報
告フォーム
の改訂と
新しい警戒
関連ガイダ
ンス文書の
公開

10月3日 欧州委員会（EC）は、Manufacturer Incident Report （MIR） の改訂版
文書を公開

 公開文書：
• MIRに関する5つの改訂版文書を公開

• New manufacturer incident report

• New manufacturer incident report for importing

• New manufacturer incident report XSD files

• New manufacturer incident report help text

• Changelog file

• また、2つのDevice Specific Vigilance Guidanceを公開
• DSVG 03 - Cardiac Implantable Electronic Devices (CIED) -

Guidance on the vigilance system for CE-marked medical 

devices

• DSVG 04 - Breast Implants - Guidance on the vigilance 

system for CE-marked medical devices

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/revised

-

manufactu

rer-

incident-

reporting-

form-and-

new-

vigilance-

related-

guidance-

documents

-published/
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スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（1/12）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/revised-manufacturer-incident-reporting-form-and-new-vigilance-related-guidance-documents-published/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E2 コネクテッド
製品は消費
者を失望さ
せてはいけ
ない

10月 ANECは、BEUCと共に無線機器に関する欧州指令（2014/53/EU）の委
任法令の採択を支援

 背景：
• ANECは、コネクテッド製品や玩具がもたらすリスクについて消費者と
公的機関に警告するキャンペーン#toyfailに参加（2016年12月）
• Norwegian Consumer Council及びBEUCが支援

• ANECは無線機器の安全性問題に関するテストを実施し、EC TCAM
委員会にて結果を提示
• 加盟国に対しユーザーの個人データとプライバシー保護のため、
無線機器の安全性に関する委任法の採択支援を要請

• ANECは、欧州委員会（EC）の欧州指令（2014/53 / EU）の委任法令
に関する公開討議に参加（2019年夏）

 ANECの支援概要：
• BEUCと共に、欧州指令2014/53 / EUのArticle3(3)(e)及び(f)に
基づく委任法の採択をサポート
• Article3(3)(d)についても、考慮する必要があることを強調

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n（ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers
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スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（2/12）
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再掲

https://www.anec.eu/publications/newsletters


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

英国 3-E3 BSIはデジ
タルテクノロ
ジーの適用
ガイドで
製造業を後
押し

10月16日BSIは、デジタルテクノロジーの活用に係る公開仕様書「PAS 1040:2019 

Digital readiness – Adopting digital technologies in 

manufacturing – Guide」を発行
 背景：

• 英国政府は、Industrial Strategy及びMade Smarter Reviewにおい
て、製造業におけるイノベーションと産業用デジタル技術の適用を通じ、
生産性の向上、新産業、雇用、輸出機会の創出促進を表明

 規格概要：
• 製造業に対し、AI、ロボット、IoT等のデジタルテクノロジーへの適用準
備状況を評価及び改善するためのガイダンスを提供

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/bsi-

helps-

boost-the-

manufactu

ring-

industry-

with-guide-

to-digital-

technology

-adoption/

3-E4 BSIは、建
設業界に対
し競争優位
性の獲得の
ためにデジ
タル変革を
要求

10月24日BSIは、建設業界におけるデジタル変革に係るレポート"Digital 

Transformation: How to build the future, today"を発行
 レポート概要：

• 建設業界における、 Building Information Modelling (BIM) 活用等の
デジタル変革の手順及び課題を提供

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/bsi-

calls-for-

constructio

n-

organizatio

ns-to-

digitally-

transform-

to-gain-a-

competitiv

e-

advantage

2/
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https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/october/bsi-helps-boost-the-manufacturing-industry-with-guide-to-digital-technology-adoption/
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/october/bsi-calls-for-construction-organizations-to-digitally-transform-to-gain-a-competitive-advantage2/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 米国試験材
料協会
（ASTM）が
9つの積層
造形（3D印
刷）標準化
研究プロ
ジェクトの
資金調達を
発表

10月12日米国材料試験協会（ASTM）は積層造形の標準化研究を支援するため、
各国の9つの積層造形研究プロジェクトに対し2回目の資金提供を実施
することを発表
■資金提供はASTM国際研究・イノベーション小委員会（F42.90.05）によって承認
され、30万ドル及び現物を提供

 対象プロジェクトの実施機関及びテーマ：
• オーバーン大学：レーザーパウダーベッドフュージョン（L-PBF）方式に
よる製造後の潜在的な部品品質の問題検出のための迅速、効率的
かつ効果的な検査プロセスの実装

• オーバーン大学とNASA：L-PBFの適格なマシンとプロセスの最低限
の要件

• EWI：AMデータエントリの最小サブセットとそれらのエントリの分類
定義

• 英国製造技術センター（MTC）：粉末原料の試験方法で許容可能な
試験結果

• 英国製造技術センター（MTC）：タイプ別後処理操作デザインのベスト
プラクティス

• シンガポールNational Additive Manufacturing Innovation Cluster
（NAMIC）：軸外モニタリングを使用したレーザーパウダーベッドフュー
ジョン（L-PBF）方式による光学画像と熱画像の取得

• NAMIC：指向性エネルギー蒸着（DED）と材料押出（MEX）に固有の
ガイドラインとベストプラクティス

• ウィチタ州立大学国立航空研究所（NIAR）：既存のポリマー特性評価
活動から情報を収集した試験計画とマトリックスの作成

• NIAR：積層造形されたポリマーのクーポンと部品の関係

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201910/t

20191012

45191.ht

ml
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チャリ
ング

米国 3-U2 デジタル製
造に関する
INCITS
技術委員会
が専門家を
募集

10月21日 INCITS / Digital Manufacturingがデジタル製造・3Dプリンティング分野
の標準化活動における専門家を募集

 INCITS / Digital Manufacturing概要：
• ISO / IEC JTC 1 / WG12(3D Printing and scanning)の国際規格
開発に米国を代表して参画
• 現在、主なISO / IEC JTC 1 / WG12の焦点は「積層造形サービス
プラットフォームのフレームワーク」（AMSP）の開発であり、検討中
の他域は3D印刷とスキャン、及び4D印刷の概要と語彙、等を含む

InterNational 

Committee for 

Information 

Technology 

Standards 

(INCITS) 

http://www.

incits.org/n

ews-

events/pre

ss-

releases/in

cits-

technical-

committee-

on-digital-

manufactu

ring-

seeks-

subject-

matter-

experts

3-U3 IIoTは、ほ
ぼすべての
産業用アプ
リケーション
のネットワー
クエッジに
接近

10月24日 ISA Process Control and Safety（PCS）会議において、ISAの
コミュニケーション部は、IIoTに焦点を当てるパネルを招集したと発表

 パネル内容（抜粋）：
• National Telecommunications and Information Administration
（米国商務省の一部）のIoTワークショップ：
• 一般的なスレッドを中心にIoTとIIoTがどのように収束するように
設定可能か議論

• 米国商務省（DOC）IoTワークショップ：
• 参加者がIoT標準の設定において政府が実行可能な役割に
ついて議論

• 連邦政府、特に米国エネルギー省（DOE）とDOCの支援により、
サイバー安全で堅牢なIoTのガイドラインを作成可能であると言及

The 

International 

Society of 

Automation
（ISA）

https://auto

mation.isa.

org/iiot-

network-

edge-

industrial-

application

s-

cybersecur

ity/
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米国 3-U4 Accelleraは、
機能安全の
ための設計
自動化と
ツールの
相互運用性
に対処する
ための標準
化イニシア
チブを発表

10月28日Accelleraは、機能安全フローをサポートする規格に対する業界の関心を
判断するため、ワーキンググループを設立したと発表

 Accellera Systems Initiative（Accellera）概要：
• 世界中のエレクトロニクス業界で使用されるシステムレベルの設計、
モデリング、検証の標準を作成、サポート、促進、推進するための
独立した非営利組織

• 標準の開発を加速し、IEEEとの継続的なパートナーシップの一環と
して、作成した標準をIEEEに提供

 提案ワーキンググループ（Proposed Working Group：PWG）スコープ：
• 機能安全のための故障モード・効果・診断解析（FMEDA）と電子回路
オヨビシステムの設計・検証フローとの間のツールの相互運用を可能
とする標準に注力

 今後のスケジュール：
• 最初の機能安全PWG会議を開催予定(12月6日@ドイツ ミュンヘン)

• 当会議にて業界のベストプラクティスと要件に関するプレゼンテー
ションを実施し、標準化の方向性を検討予定

Globe 

Newswire

https://ww

w.globene

wswire.co

m/news-

release/20

19/10/28/1

936487/0/

en/Accelle

ra-

Announce

s-

Standardiz

ation-

Initiative-

to-

Address-

Design-

Automatio

n-and-

Tool-

Interopera

bility-for-

Functional

-

Safety.htm

l
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中国 3-C1 「IoTエッジ
コンピュー
ティング
パート1：一
般要件」標
準化キック
オフミーティ
ングを開催

10月8日 「IoTエッジコンピューティング パート1：一般要件」（国家規格計画番号：
20192140-T-469）標準化開発キックオフミーティングを開催
（10月15日＠北京）

 会議概要：
• 標準開発の背景紹介、エッジコンピューティング技術の概要説明、標
準の範囲と概要説明、作業分担等について討議

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5633

.html

3-C2 米国電気電
子学会
（IEEE）イン
テリジェント
マニュファク
チャリング
標準委員会
が設立

10月10日米国電気電子学会（IEEE）インテリジェントマニュファクチャリング規格委
員会（IEEE/C/SM）が設立され、中国電子技術標準化研究院（CESI）の
Dr Weishaが議長を担当することが決定

 IEEE / C / SMの役割：
• インテリジェントマニュファクチャリング規格の確立、開発、レビュー、
発行、プロモーション及び関連するアプリケーション実務の指導、管理、
監督

 IEEE / C / SMにおける標準化活動の範囲：
• インテリジェントマニュファクチャリングの共通基準、インテリジェント機
器規格、スマートファクトリー規格、インテリジェントサービス規格、イン
テリジェントイネーブルテクノロジー規格、産業インターネット規格及び
関連業界のアプリケーション規格

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5639

.html
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チャリ
ング

中国 3-C3 中国電子技
術標準化研
究院(CESI)
が第2回接
続技術と標
準化に関す
るセミナーを
共催

10月10日中国電子技術標準化研究院 （CESI）が接続技術と標準化に関する
セミナーを開催し、電子機器に関する全国電気機械部品標準化技術
委員会（全国电子设备用机电元件标准化技术委员）専門家らが参画
（9月23~24日＠貴陽市）

 主催：
• 貴州航空宇宙電気有限公司
（電子機器に関する全国電気機械部品標準化技術委員会の副会長
を担当）

 フォーラム実施概要：
• 1つのメインフォーラム、5つのサブフォーラム、1つのワークショップに
より構成

• メインフォーラムでは、電子機器のための国家電気機械部品標準化
技術委員会、航空宇宙科学産業グループ信頼性センター、Huawei 

Technologies.、北京新エネルギー自動車有限公司エンジニアリング
研究所、CRRC青島四方機関車、貴州航空宇宙有限公司の専門家
が、コネクタ産業開発、軍事防衛、鉄道輸送、新エネルギー車、通信
および家電分野の技術開発ニーズ、スマートマニュファクチャリングの
分野で基調報告を実施

 参加者：
• コネクタ業界の上流・下流企業、関連機関、ユーザーの代表者、研究
機関、大学等より合計108団体

 张新明会長発言要旨：
• 「この会議を通じ、高度な技及び優れた製品の標準的な研究活動を
促進し、中国の独立した知的財産権を備えた高品質の標準を策定
および推進し、国際的なコネクタ産業における中国ブランドの影響と
市場競争力を継続的に向上させたい」

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5649

.html
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中国 3-C4 国家標準化
管理局は、
重庆、中国
光谷、长株
潭、成都、
智能电网の
5つの国家
技術標準イ
ノベーション
基地の設立
を認可

10月11日国家標準化管理局は、重庆（重慶）、中国光谷（オプティカルバレー）、

长株潭（長沙・珠州）、成都、智能电网（スマートグリッド）における5つの
国家技術標準イノベーション基地の設立を認可
 各基地は、建設作業を完了、受け入れ検査に合格し、9月26日に正式に認可

 （参考）背景：
※2015 年 12 月に発表された「国家標準化体系構築発展計画（2016-

2020年）」で国家計画の一環としてイノベーション基地の整備作業に言及
しており、「第13 次五カ年計画」の期間中に約 50 の標準規格イノベーショ
ン基地を整備する計画が打ち出されている（JETRO資料に基づく）

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/bzcxs/tz

gg/201910

/t2019101

1 307272.

html
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スマー
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チャリ
ング

中国 3-C5 グリーンファ
クトリー構築
専門家に
よる企業の
ニーズ収集
について

10月12日グリーンファクトリープロモーションアライアンスがグリーンファクトリー
構築専門家による企業のニーズ収集方法を提案

 目的：
• 全国のグリーンファクトリープロモーションアライアンスプラットフォーム
と専門家委員会の技術及び知識を活用した、中国でのグリーンファク
トリー構築事例の収集、典型的なグリーンテクノロジーの探求、問題
発見によるグリーンファクトリーの強化

 対象分野：
• 自動車、電子機器、機械、食品、軽工業、建築材料、化学薬品、非鉄
金属、鉄鋼、繊維、医薬品、石油化学、その他の主要産業、主要エリ
ア、主要工業団地、パイロット都市

 実施内容：
• 各社のグリーンマニュファクチャリングのレベルと改善の可能性に応じ
て、専門家が相談、立入検査、セミナー、意見交換、技術指導、標準ト
レーニング等を実施

 期待される効果：
• グリーンファクトリー構築の効果的な改善や地方自治体またはローカ
ルアライアンスに対する専門的なサポートの提供

• 「グリーンファクトリー構築の典型的なケース」、「典型的なグリーンテ
クノロジー」等グリーンファクトリー関連のレポート、ホワイトペーパー、
特別レポートなどの発行

• グリーンファクトリー業界評価要件などの団体規格の開発への参加な
ど、グリーンファクトリープロモーションアライアンス活動への参加

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5658

.html
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スマー
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チャリ
ング

中国 3-C6 CISPR 32
国家標準
ワーキング
グループ
会議が開催

10月17日CESI（中国電子技術標準化研究院）は、CISPR 32国家標準ワーキング
グループ会議を開催（10月10～11日 @広州）

 会議概要：
• CISPR 32国家標準プロジェクトの計画要件と草案作成プロセスを
紹介

 参加者：
• 企業、研究機関、検査機関等より、26名のメンバーが出席

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5669

.html

3-C7 電気電子産
業のための
グリーン製
造標準化
フォーラムを
開催

10月23日電気電子産業におけるグリーンマニュファクチャリング標準化フォーラム
を開催（10月16日＠成都、中国）

 会議概要：
• 電気及び電子製品における有害物質の使用制限に関する管理措置
の関連要件を実施し、グリーンマニュファクチャリングシステムの構築
を目的とし開催

• 主に中国西部のエレクトロニクス企業関係者80名が参加
• 電気及び電子製品の有害物質の適合性評価の実施準備、グリーン
デザイン製品の構築等を議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5693

.html

3-C8 2019年世界
インテリジェ
ント製造会
議-標準アプ
リケーション
とインテリ
ジェント製造
フォーラムを
開催

10月23日 2019年世界スマート製造会議（標準アプリケーションおよびスマート製造
フォーラム）を開催（10月19日@南京、中国）

 イベント概要：
• CESI、国家智能制造标准化总体组、German Agency for 

International Cooperation (GIZ)等が共催
• インテリジェント製造の専門家及び企業の代表者150人以上が出席
• インテリジェント製造標準が果たすべき役割、企業への適用、プラット
フォーム構築の必要性、国際標準の開発について議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5687

.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C9 国家標準化
管理委員会
は、民間航
空などの6
つの国家技
術標準イノ
ベーション
基盤の確立
を承認

10月31日国家標準化管理委員会（SAC）は、6つの分野に係る国家技術標準
イノベーション拠点の設立を承認

 対象分野：
• 民間航空
• 化学新素材
• 自動車
• ハイエンドCNC工作機械
• インテリジェント製造装置の安全性
• 農業

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201910/t2

0191031

343859.ht

m

3-C10 National 

Technical 

Standards 

Innovation 

Base 

(Smart 

Grid) は、
標準化研究
プロジェクト
及びパイ
ロット実証
プロジェクト
を公募

10月31日National Technical Standards Innovation Base（Smart Grid）は、
標準化研究プロジェクト及びパイロット実証プロジェクトの公募を開始
（10月23日）

 募集プロジェクト及び分野：
• 標準化研究プロジェクト

• スマートグリッド、IoT、エネルギーインターネットの構築と運用、ハ
イエンドインテリジェント機器の研究開発と生産

• パイロット実証プロジェクト
• スマートグリッド分野における質の高いインフラストラクチャの構築
• 科学技術の成果転換の促進
• 「一帯一路」電力標準
• その他主要分野に関する国際化

 今後の予定：
• 公募を受け付け、プロジェクトを決定（11月15日締切）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201910/t2

0191031

343860.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（12/19）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/201910/t20191031_343859.htm
http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201910/t20191031_343860.htm
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C11 河北省の製
造品質改善
プロジェクト
を完了

10月31日中国電子技術標準化研究院は、河北省の製造品質改善プロジェクトの
レビュー会議を開催（10月29日）

 会議概要：
• 河北省の製造品質の現状に関する詳細な分析を実施、品質改善に
向けた標準的な技術革新やブランド創造を目指すことを確認

• 「河北省の製造品質の改善に関する研究」及び「河北省の製造
品質を改善するための3年間の行動計画（2020-2022）」を作成

 今後の予定：
• 中国電子技術標準化研究院は河北省との協力を強化

• 認証、試験、測定、コンサルティング機関等と連携し、更なる
品質改善を実施予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5721

.html

3-C12 研究所が
参加した
ロボット安全
の国家規格
が正式に
発行

10月31日国家規格GB/T 38244-2019「ロボット安全性の一般原則」が正式に発行
（10月18日）

 GB/T 38244-2019概要：
• 469-jqr 国家机器人标准化总体组（国家ロボット標準化グループ）
及び中国電子技術標準化研究院が策定に関与

• ロボットの安全性に関連する基本原則、設計原則、リスク評価、リスク
削減を規定、機械的安全性、電気的安全性、制御システムの安全性、
情報セキュリティに関するガイダンスを提供

 今後の予定：
• 規格の正式な実装を開始（2020年5月～）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5724

.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(7/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（13/19）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201910/5721.html
http://www.cesi.cn/201910/5724.html
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スマー
トマ
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ング

中国 3-C13 中国電子技
術標準化研
究院(CESI)
が、産業
安全および
安全保護に
関するイベ
ントを後援

10月12日 「産業用制御システムにおける情報セキュリティ保護のためのガイドライ
ン」発行3周年にあたり、産業安全および保護基準に関するイベントが
開催され、CESI副所長も講演（10月10日＠江蘇省）

 後援：
• 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

 会議概要：
• 国家情報技術セキュリティ研究センターの Li Jingchun編集長が、産
業用制御の安全状況に関する分析結果を報告

• 広州彩宝認証センターサービス有限公司、産業情報セキュリティ開発
研究センター、国网江蘇電力有限公司、Bozhi Safety Technology.
等が作業安全保護基準及び産業制御安全における典型的な問題、
産業安全評価技術、産業安全保護の優れた実施例、企業の安全保
護の状況について報告

 Sun Wenlong CESI副所長講演概要：
• 国家情報セキュリティ標準化技術委員会の事務局として、CESIは産
業安全基準システムを構築、産業制御システムの安全基準と専門家
育成のための標準検証技術力を構築

• 今後も産業制御システムの情報セキュリティ保護を育成する企業に対
して、生産、教育、研究のイノベーションリソースをプールし、独自の価
値を最大限に活用し、標準化を継続的に改善強化

 出席者：
• 江蘇省各地の産業及び情報当局、製造業、ネットワークセキュリティ
企業から260人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5657

.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(8/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（14/19）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5657.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C14 グリーンコン
ピューティン
グサーバー
のBIOS規
格セミナー
を開催

10月30日中国電子技術標準化研究院は、グリーンコンピューティングサーバーの
BIOS規格に関するセミナーを開催（10月24日）

 セミナー概要：
• グリーンコンピューティングサーバーに関連するBIOS規格の開発促
進を目的とし開催

• Huawei、Feiteng、China Mobile、China Electronics Technology、
Tongfang、Deep Technology等の専門家が共同で、グリーンコン
ピューティングサーバーBIOS規格の開発履歴と開発ステータスを
レビュー
• 今後のBIOS規格関連作業計画も策定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5699

.html

1776

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(9/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（15/19）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5699.html
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ベト
ナム

3-A1 情報通信省
と2020年の
品質保証に
関する作業
計画につい
て議論

10月2日 STAMEQは、ベトナム情報通信省と2020年品質保証作業計画に関して
議論（10月2日）

 協議内容：
• インダストリー4.0への移行に伴い、スマートマニュファクチャリングの
標準開発や標準プラットフォーム整備の必要性に言及

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/thao

-luan-ve-

ke-hoach-

cong-tac-

tcdlcl-nam-

2020-voi-

bo-thong-

tin-va-

truyen-

thong/

シンガ
ポール

3-A2 IoTセキュリ
ティに関す
るランド
スケープ
リサーチ

10月2日 CSA（シンガポール政府/サイバーセキュリティ庁）は、Dutch National 

Cyber Security Centre (NCSC)と共同で、レポート"The Internet of 

Things (IoT) Security Landscape Study"を発行
 背景：

• NCSCとのMoU締結に基づき、CSAが調査を受託
• オランダMinistry of Economic Affairs and Climate Policy (MEAC)
が支援

 レポート内容：
• IoTセキュリティに関する11の課題について、現在の技術及び政策の
分析及び推奨事項を記載

• IoT製品及びサービスに関するイノベーションと標準化を促進し、より
安全なサイバー空間の構築を目的

Cyber Security 

Agency of 

Singapore 

(CSA)

https://ww

w.csa.gov.

sg/news/p

ublications

/iot-

security-

landscape
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（16/19）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://tcvn.gov.vn/2019/10/thao-luan-ve-ke-hoach-cong-tac-tcdlcl-nam-2020-voi-bo-thong-tin-va-truyen-thong/
https://www.csa.gov.sg/news/publications/iot-security-landscape


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

シンガ
ポール

3-A3 Industry 4.0
の変革をサ
ポートする
規格を適用
するための
企業向けの
拡張ツール

10月22日シンガポール政府は、企業に対しIndustry 4.0に関する規格適用を
サポートするオンラインツールの機能を強化

 取組み概要：
• Singapore Standards Council (SSC)、Singapore Manufacturing 

Federation-Standards Development Organisation (SMF-SDO)及
びEnterprise Singaporeが、TÜVSÜDAsia Pacificからの助言を基に
規格適用をガイドするオンラインツールを拡張
• Industry 4.0への移行を促進する60以上の国際及び国内規格を
整理し、活用事例やトレーニングコース情報を掲載

Enterprise 

Singapore 

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/octob

er/enhanc

ed-tool-for-

companies

-to-adopt-

standards-

supporting

-their-

industry-4-

0-

transforma

tion

3-A4 Singapore 

Standards 

Councilは
シンガポー
ル軍と協力
しAdditive 

Manufacturi

ngに関する
初の国家
技術基準を
策定

10月23日Additive Manufacturingに関するシンガポール国内規格「TR 70:2019 

Guidelines on the selection criteria for metal additive 

manufacturing processes」が発行
 TR70:2019概要：

• Singapore Standards Council(SSC)、シンガポール国防省
(MINDEF) 及びSingapore Armed Forces (SAF) が協力し、策定

• シンガポールの軍事および非軍事用途でのAdditive Manufacturing
の使用に関する重要要件とガイドラインを提供

• ガイドライン提供によるAdditive Manufacturingの製造プロセス及び
時間短縮を企図

 今後の予定：
• TR70に続く形で、3つのTRを発行予定（～2020年）

Enterprise 

Singapore 

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/octob

er/singapo

re-

standards-

council-

collaborate

s-with-

singapore-

armed-

forces-to-

develop-

first-

national-

technical-

reference-

for-

additive-

manufactu

ring
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（17/19）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2019/october/enhanced-tool-for-companies-to-adopt-standards-supporting-their-industry-4-0-transformation
https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2019/october/singapore-standards-council-collaborates-with-singapore-armed-forces-to-develop-first-national-technical-reference-for-additive-manufacturing
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ASE

AN

3-A5 インフラスト
ラクチャの
生産性向上
を促進する
ASEAN

10月1日 ASEAN連結性マスタープラン（MPAC）2025におけるLead 

Implementing Body Strategic Area of Sustainable Infrastructure 

(LIB-SI) は、 "Development of Framework for Improving ASEAN 

Infrastructure Productivity Forum"を開催（9月30～1日 @ジャカルタ、
インドネシア）

 MPAC概要：
• シームレスなASEAN地域の構築を目的に、第28回ASEANサミットに
て採択（2016年9月6日）

• 5つの注力分野を規定
• 持続可能なインフラストラクチャ、デジタルイノベーション、シーム
レスな物流、規制の卓越性、人々のモビリティ

 フォーラム概要：
• ASEAN対話パートナー、多国間開発銀行、その他関係機関の代表
等、60人以上が参加

• インフラ生産性向上の改善に関する意見交換と知見共有を実施
• 生産性向上のためのフレームワークの開発のドラフト、優先分野、
実装手順についても協議

ASEAN https://ase

an.org/ase

an-

promote-

infrastructu

re-

productivit

y-

improvem

ent/

ベト
ナム

3-A6 ベトナムが
技術サミット
と国際博覧
会を開始

10月4日 The Industry 4.0 Summit 2019及び国際博覧会が開催
（＠ハノイ、ベトナム）

 主催：
• Party Central Committee’s Economic Commission、ベトナム情報
通信省、商工省、ベトナム国家銀行

 イベント概要：
• Industry 4.0の実装にむけ、ベトナム国家標準の早急な策定が必要で
あることを確認

 参加者：
• 政府、大使館、国際機関、自治体、企業等より2,500人以上が参加

Open Gov 

Asia

https://ww

w.opengov

asia.com/v

ietnam-

launches-

tech-

summit-

and-

internation

al-expo/

1779

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（18/19）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://asean.org/asean-promote-infrastructure-productivity-improvement/
https://www.opengovasia.com/vietnam-launches-tech-summit-and-international-expo/
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スマー
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チャリ
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国際 3-O1 デジタル化
およびイン
ダストリー
4.0へのIEC
の貢献

10月29日 IECは国際標準化に関する2019年青島フォーラムが青島市政府の主催
により開催されたと発表(10月27〜29日)

 討議内容：
• 標準化がデジタル化と第4次産業革命に与える重要な貢献
• IECがインダストリー4.0向けに実施している標準化と適合性評価作業
• 標準化と現代の海洋産業システム
• インテリジェント製造業の国際標準化セミナー
• 水資源の持続可能な利用と標準化された管理
• 国際規格による新しいディスプレイ技術の開発支援
• 標準化人材の育成とキャパシティビルディング及び中国標準2035プ
ロジェクトセミナー

 開催協力：
• IEC、ISO、ITU、国家標準化管理委員会（SAC）、山東省人民政府

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/iec-

contributio

n-to-

digitalizati

on-and-

industry-4-

0/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（19/19）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

https://blog.iec.ch/2019/10/iec-contribution-to-digitalization-and-industry-4-0/
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モビリ
ティ

英国 4-E1 BSIは自動
運転車の安
全性に関す
るコメントを
呼びかけ

10月9日 BSIは、自動運転車における安全性とリスク管理に係る試験要件を
定めた公開仕様書「PAS 1881 Assuring safety for automated 

vehicle trials and testing」に対するコメントを呼びかけ
 背景：

• 英国政府コネクテッドカー＆自動運転車センター、運輸省、Innovate 

UK及びZenzicが、2年間のコネクテッド及び自動運転車プログラムと
して支援
• 英国道路における自動運転車の安全な展開を促進するため、
テストや設計等の技術仕様とガイダンスを開発

 PAS1881概要：
• 自動運転車における安全性とリスク管理に関する試験の要件を定義
• Transport Research Laboratory（TRL）の他、複数の自治体、ソフト
ウェア関連企業、自動車関連企業、輸送機関及びテストベッドが開発
に関与
• Connected Places Catapult、Centre for Protection of National 

Infrastructure、Five AI、Highways England、Horiba MIRA、
Loughborough University、Millbrook Proving Ground、Oxbotica
、Oxfordshire County Council、Potenza、Royal Borough of 

Greenwich、 University of Warwick、Transport for London、UK 

Atomic Energy Authority、Adelard LLP

 今後の予定：
• 関連規格「PAS 1880: Guidelines for developing and assessing 

control systems for automated vehicles」と共に、2020年初頭に公
開予定

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https //ww

w.bsigroup

com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/bsi-

calls-for-

comment-

on-the-

safety-of-

automated

-vehicles/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/4)

モビリティ分野関連記事詳細（1/37）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/october/bsi-calls-for-comment-on-the-safety-of-automated-vehicles/
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E2 Climate 

Protection 

Program 

2030とVDA

10月9日 VDAは、ドイツのClimate Protection Program 2030に対するコメントを
発表

 コメント概要：
• VDAは、Climate Protection Program 2030は気候変動への対応とし
て正しい方向に進む指針となるとして、賛成を表明
• 但し、各施策の整合性は十分でないことを指摘
• また、計画の実行が最も重要であり、連邦予算の確保及び関連法
案の作成が必要となることに言及

German 

Association of 

the 

Automotive 

Industry
（VDA）

https://ww

w.vda.de/d

e/presse/P

ressemeld

ungen/201

91009-

vda-zum-

klimaschut

zprogram

m-

2030.html

欧州 4-E3 コネクテッド
製品は消費
者を失望さ
せてはいけ
ない

10月 ANECは、BEUCと共に無線機器に関する欧州指令（2014/53/EU）の
委任法令の採択を支援

 背景：
• ANECは、コネクテッド製品や玩具がもたらすリスクについて消費者と
公的機関に警告するキャンペーン#toyfailに参加（2016年12月）
• Norwegian Consumer Council及びBEUCが支援

• ANECは無線機器の安全性問題に関するテストを実施し、EC TCAM
委員会にて結果を提示
• 加盟国に対しユーザーの個人データとプライバシー保護のため、
無線機器の安全性に関する委任法の採択支援を要請

• ANECは、欧州委員会（EC）の欧州指令（2014/53 / EU）の委任法令
に関する公開討議に参加（2019年夏）

 ANECの支援概要：
• BEUCと共に、欧州指令2014/53 / EUのArticle3(3)(e)及び(f)に
基づく委任法の採択をサポート
• Article3(3)(d)についても、考慮する必要があることを強調

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n（ANEC）

https://ww

w.anec eu/

publication

s/newslett

ers
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モビリ
ティ

英国 4-E4 英国は気候
変動に更に
迅速に取り
組む

10月15日英国政府は、気候変動委員会（CCC）の勧告に応じ、気候変動への
取組みをより迅速に行うための措置を発表（10月15日）

 背景：
• 英国政府は、CCCの勧告に応じ、2050年までに二酸化炭素排出量を
ネットゼロにする計画を発表（6月）

 実施措置概要：
• 企業向けエネルギー効率化対策の促進

• 2030年までに年間10億ポンドのエネルギー代の節約を志向
• 自動車、貨物、鉄道等の輸送における脱炭素化の促進
• 気候変動対策における政府のガバナンス強化
• 新たなEnvironment Billの導入

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov.uk/g

overnment

/news/uk-

to-go-

further-

and-faster-

to-tackle-

climate-

change

欧州 4-E5 鉄道供給業
界：欧州委
員会は、欧
州のグロー
バルリー
ダーシップ
を維持する
ための推奨
事項を受領

10月21日EU鉄道供給産業のEU専門家グループは、業界において欧州の
グローバルリーダーシップを維持するための推奨事項を承認

 対象：
• 鉄道業界、欧州諸国、欧州委員会、欧州標準化機関、その他欧州機
関を対象

• 以下10の政策分野を対象とした追加の措置を検討
• デジタル化、イノベーション、スキルとトレーニング、内部市場、
標準化、EU公共調達、EU支援メカニズム、中小企業の市場と
金融へのアクセス、国際調達市場へのアクセス、知的財産権

 主な推奨事項（抜粋）：
• 欧州鉄道交通管理システム（ERTMS）の開発を通じたパートナーシッ
プの構築及び変革の促進

• スキルトレーニングに関するセクター間協力の促進
• 公共調達における品質基準への準拠の促進
• 気候変動ニュートラル、高エネルギー効率及びユーザー指向の輸送
システムのイノベーションと展開をサポートするEUプログラムの強化

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs 

https://ec.e

uropa.eu/g

rowth/cont

ent/rail-

supply-

industry-

european-

commissio

n-

receives-

recommen

dations-

maintain-

europe%E

2%80%99

s-

global en
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欧州 4-E6 車両データ
とサイバー
セキュリティ

10月 欧州委員会（EC）は、EC Working Group on Motor Vehicles 
（MVWG）のサブグループを新たに設立（10月）

 サブグループ概要：
• 自動車データとサイバーセキュリティへのアクセスに関し、作業予定

 ANECとの関わり：
• ANECは、MVWGにて活動中

• サブグループの設立により、無線接続を介した修理および保守
サービスに関する型式認証の実施に関して、更なる関与を模索

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec eu/

publication

s/newslett

ers/828-

anec-

president-

visits-

czechia-

anec-

enewslette

r-ed-8-

2019
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米国 4-U1 カリフォルニ
アの強力な
自動車排出
基準を設定
する権利を
否定するこ
とは、すべ
てのアメリカ
人にとって
悪影響

10月3日 トランプ政権は、連邦政府よりも厳格な自動排出基準を設定可能とする
カリフォルニア州の権限を取り消す意向を発表
 政権はすべての州の温室効果ガス排出基準と排出ゼロ車の義務化阻止を目的
に、連邦法の解釈を発表する意向を表明

 影響：
• Environment Americaのパートナーが他の8つの公益団体と共に、ト
ランプ政権の計画に対し反対を求め提訴

 （参考）カリフォルニア州及び他13州とワシントンD.C.で設定されたクリーンカー基
準は、1988年以降車両の排出量を約90％削減することに貢献

U.S, PIRG https://uspi

rg org/blog

s/news-

briefs/usp/

denying-

california-

right-set-

stronger-

car-

emissions-

standards-

bad-deal-

all

4-U2 複数の通信
技術の共存
有効性に
関する接続
された車両
沿道のイン
フラストラク
チャーに
関する
NEMA規格

10月7日 NEMAはコネクテッドカーに係る新規規格の草案を作成中であり、

2019年末までに完了予定であることを発表
 新規規格名称：

• NEMA TS 10 ：Connected Vehicle Infrastructure-Roadside 

Equipment

 規格スコープ：
• 路側機器の種類として信号機、横断歩道標識、学校区域を示す点滅
する安全標識、ランプメーター、その他電子交通制御機器について
規定

• 専用近距離通信（DSRC）とCellular Vehicle to Everything（C-V2X）
は、デュアルモード又はデュアルアクティブ路側接続車両デバイスを
介し同じスペクトルで連携可能

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://ww

w.nema.or

g/news/Pa

ges/New-

NEMA-

Standard-

to-Enable-

Coexisten

ce-of-

Multiple-

Communic

ation-

Technologi

es-for-

Connected

-Vehicle-

Roadside-

Infrastruct

ur aspx
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米国 4-U3 鏡のない
未来？
NHTSAは
外部カメラ
へのイン
プットを要求

10月14日米国国道交通安全局（NHTSA）は、1968年以降米国の自動車安全基準
で義務付けられているバックミラー及びサイドビューの外部ミラーを「カメラ
監視システム」へ移行させるに際し、一般からの意見を募集する通知を
配信（10月上旬）
 NHTSAは、オンライン連邦登録簿の通知で、従来の固定ミラーをカメラベースの
ビジョンシステムへ置き換えることについて、潜在的な安全性への影響に関する
外部の研究・データを要求

 背景：
• 自動車製造業同盟（AAM）とテスラは、NHTSAに対し乗用車のドアミ
ラーとフロントガラスのミラーを設置することを義務付ける法律の変更
を請願したが、失敗（2014年）

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/2019

/10/nhtsa-

opens-up-

to-camera-

mirrors

4-U4 ブロック
チェーンが
車をドライ
バーの支払
い手段に
変える

10月14日大手自動車メーカー5社がブロックチェーンベースの車両識別システムに
ついて、11月米国にてフィールドテストを開始すると発表
 ルノー、BMW、ゼネラルモーターズ、フォードモーターを含むパートナーシップは
国際的なコンソーシアムであるMobility Open Blockchain Initiativeの下で車両
IDシステムを開発

 車両IDシステム概要：
• 現在の電子料金徴収システムに必要な特別なタグを必要とせずに、ド
ライバーが現金やカードを使用せずに駐車料金や高速道路料金を自
動的に支払うことが可能

 上記の取組以外にも、ホンダとGMがMobility Open Blockchain Initiativeの後援
の下、ブロックチェーンを使用したスマートグリッドの研究において協力しているこ
とも紹介

NIKKEI ASIAN 

REVIEW

https://asia

.nikkei.co

m/Busines

s/Automob

ile/Blockch

ain-turns-

cars-into-

payment-

vehicle-

for-drivers

1787

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/3)

モビリティ分野関連記事詳細（6/37）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/2019/10/nhtsa-opens-up-to-camera-mirrors
https://asia.nikkei.com/Business/Automobile/Blockchain-turns-cars-into-payment-vehicle-for-drivers


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U5 「宅配便をド
ローンが運
ぶ」、米国の
一部で本格
展開

10月24日ドローンメーカーの米ウイング社は、米バージニア州で宅配サービスを
開始したと発表(10月19日)
 eコマースの商品をドローンで運ぶ米国初の商業サービスとして、宅配の荷物や
市販薬、スナック菓子、文房具等を顧客へ配送

 提携先：
• 米物流大手FedEx

• 米ドラッグストアチェーン大手ウォルグリーン
• 地元の小売業者 等

 ウイング社概要：
• グーグルの持ち株会社である米アルファベット傘下の企業
• FAA（米連邦航空局）より航空運送業者の認可を受領（2019年4月）

JBpress https://jbpr

ess ismedi

a jp/article

s/-

/58035?ut

m mediu

m=feed&ut

m source

=dwango&

utm camp

aign=body

4-U6 Accelleraは、
機能安全の
ための設計
自動化と
ツールの相
互運用性に
対処するた
めの標準化
イニシアチ
ブを発表

10月28日Accelleraは、機能安全フローをサポートする規格に対する業界の関心を
判断するため、ワーキンググループを設立したと発表

 Accellera Systems Initiative（Accellera）概要：
• 世界中のエレクトロニクス業界で使用されるシステムレベルの設計、
モデリング、検証の標準を作成、サポート、促進、推進するための
独立した非営利組織

• 標準の開発を加速し、IEEEとの継続的なパートナーシップの一環と
して、作成した標準をIEEEに提供

 提案ワーキンググループ（Proposed Working Group：PWG）スコープ：
• 機能安全のための故障モード・効果・診断解析（FMEDA）と電子回路
オヨビシステムの設計・検証フローとの間のツールの相互運用を可能
とする標準に注力

 今後のスケジュール：
• 最初の機能安全PWG会議を開催予定(12月6日@ドイツ ミュンヘン)

• 当会議にて業界のベストプラクティスと要件に関するプレゼンテー
ションを実施し、標準化の方向性を検討予定

Globe 

Newswire

https://ww

w.globene

wswire.co

m/news-

release/20

19/10/28/1

936487/0/

en/Accelle

ra-

Announce

s-

Standardiz

ation-

Initiative-

to-

Address-

Design-

Automatio

n-and-

Tool-

Interopera

bility-for-

Functional

-

Safety.htm

l
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中国 4-C1 中国自動車
機能安全性
試験ライブ
ラリを国際
シンポジウ
ムにおいて
公開

10月11日自動車工学研究所が中国自動車機能安全性試験ライブラリを構築し、
道路車両の機能安全基準と応用に関する国際シンポジウムにて公開
（9月25日）

 ライブラリ概要：
• 機能安全規格で求められる車両、システム、ソフトウェア・ハードウェ
アの3レベルの試験要件を網羅して掲載

• 車両レベルのテストライブラリは、新エネルギーおよびインテリジェント
ネットワークカーをカバー

• システムレベルのテストライブラリは、BMS、EPS、ADASなどの主要
な電子制御システムをカバー

• ソフトウェアおよびハードウェアのテストライブラリは、Infineon 

TechnologiesのTC39xシリーズ、TIのTDAx、NXPのMPC57xを
カバー

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91011/295

96.html

4-C2 中国自動車
技術研究セ
ンター自動
車安全技術
標準革新
チームは
技術交流の
ために日本
を訪問

10月11日中国自動車技術研究センター自動車安全技術標準イノベーションチーム
は日本を訪問し、関係者らと自動車安全技術に関する意見交換を実施
（9月17日~20日）

 背景：
• 自動車工業会（JAMA）、自動車工学会、日産の招待により実現

 訪問概要：
• JAMAでは、安全基準と規制、衝突適合性試験技術（MPDB）、
低速衝突形態解析、高度な衝突ダミーTHORおよびシートベルト
リマインダーデバイスの開発について議論

• 自動車工学会では、ISO/TC22/SC36/WG1-WG6（安全性及び衝撃
試験）の作業内容やSAC/TC114/SC33（自動車衝突小委員会）の
作業進捗について報告

• 日産では、スマートドライビング、インテリジェントセキュリティ、インテ
リジェントドライビングコントロールテクノロジーや人口の高齢化が
輸送や道路輸送施設に与える影響等について意見交換

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91011/295

97.html
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中国 4-C3 国家標準化
管理局は、
重庆、中国
光谷、长株
潭、成都、
智能电网の
5つの国家
技術標準イ
ノベーション
基地の設立
を認可

10月11日国家標準化管理局は、重庆（重慶）、中国光谷（オプティカルバレー）、

长株潭（長沙・珠州）、成都、智能电网（スマートグリッド）における5つの
国家技術標準イノベーション基地の設立を認可
 各基地は、建設作業を完了、受け入れ検査に合格し、9月26日に正式に認可

 （参考）背景：
※2015 年 12 月に発表された「国家標準化体系構築発展計画（2016-

2020年）」で国家計画の一環としてイノベーション基地の整備作業に言及
しており、「第13 次五カ年計画」の期間中に約 50 の標準規格イノベーショ
ン基地を整備する計画が打ち出されている（JETRO資料に基づく）

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/bzcxs/tz

gg/201910

/t2019101

1 307272.

html

4-C4 2019年第3
回C-NCAP
（中国車両
安全基準）
評価の結果
を発表

10月12日 2019年第3回C-NCAP（中国車両安全基準）評価において7つのモデル
の評価結果を発表

 評価結果概要：
• 評価対象のモデルは、クラスA車1台（SAIC Volkswagen）、クラスB
車1台（天津一汽トヨタ自動車）、EV3台（上海汽車集団、BYD Auto、
安徽江淮汽车集团）、およびSUV2台（北京現代自動車、奇瑞汽車）

• 1つのモデル（安徽江淮汽车集团）が2つ星の評価、他の6つのモデル
が5つ星の評価

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91012/295

99.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/19)

モビリティ分野関連記事詳細（9/37）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.samr.gov.cn/bzcxs/tzgg/201910/t20191011_307272.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191012/29599.html
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C5 標準技術部
が成都で
自動車の
「スリーイン
ワン試験」
の標準化に
関する調査
を実施

10月14日市場監督総局標準技術部が自動車の国家規格の統合と改訂に関する
調査を実施（10月11日＠四川省成都）

 調査実施概要：
• 調査チームは、自動車の組立ラインの安全検査と試験を見学し、
各検査手順・検査内容・検査時間を理解、検査の統合の進捗と実際
の効果について質問

• Beixin Testing、成都車両管理事務所、成都自動車排気ガス汚染
防止および制御技術サポートセンター、成都運輸局、関連試験機関、
試験機器サプライヤーおよびその他のユニットの関係者と議論、意見
を交換

• 見学と意見交換を通じて既存の主な問題を発見、規格の統合に
おける次ステップで重要なポイントと課題を明確化

 参考：スリーインワン試験について：
• 車両安全技術テスト、車両総合性能テスト、排気ガス排出テストを
同時に実行できるメカニズム（海口市ウェブサイト参考）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191014

343798.ht

m

4-C6 「カーシート、
シート固定
装置、ヘッド
レストの強
度要件と
試験方法」
など、20の
国家規格の
発行と2つ
の国家規格
の改訂を
発表

10月14日国家市場管理局は、「カーシート、シート固定装置、ヘッドレストの強度
要件および試験方法」など20の国家規格の発行と2つの国家規格の改訂
を発表

 主な規格（抜粋）：
• GB 15083-2019「カーシート、シート固定装置、ヘッドレストの強度
要件と試験方法」

• GB 13851-2019「内陸交通安全標識」
• GB 16735-2019「道路車両識別コード（VIN）」
• GB 16737-2019「道路車両の世界メーカー識別番号（WMI）」
• GB 24545-2019「車速制限システムの技術要件と試験方法」
• GB 38189-2019「通信ネットワークに電気的に接続されている電子
機器のセキュリティ」

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://std.s

acinfo.org.

cn/gnoc/qu

eryInfo?id

=D436A06

C19CC27

F4611264

06A6784C

32
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/19)

モビリティ分野関連記事詳細（10/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191014_343798.htm
http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=D436A06C19CC27F461126406A6784C32
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モビリ
ティ

中国 4-C7 国家主要研
究開発計画
「新たなス
マートシティ
技術標準シ
ステムおよ
び標準サー
ビスプラット
フォーム」プ
ロジェクトの
キックオフ
ミーティング
が北京で
開催

10月15日 「新たなスマートシティ技術標準システムおよび標準サービスプラット
フォーム」プロジェクトのキックオフミーティングが開催され、プロジェクトの
実施へ向けて参加者が意見交換を実施（10月13日＠北京）

 プロジェクトの目的：
• スマートシティの分類及び評価、都市運営インデックス、グリーン
コミュニティ評価インデックス、テクノロジーアプリケーションガイド、
共通サポートプラットフォーム等の開発

• インテリジェントデシジョンメイキング及びサービス、スマートパーキン
グ等の国家規格の開発

• 都市オペレーティングシステムやトークンなどの国際標準化のリード
 参加者：

• 中国情報通信研究院、中国科学院、清華大学等22組織から37人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5666

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/19)

モビリティ分野関連記事詳細（11/37）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5666.html
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モビリ
ティ

中国 4-C8 GB/T 

18655-

2018モー
ター負荷測
定の不確実
性評価ワー
キンググ
ループと
CISPR 36
の国家規格
化ワーキン
ググループ
のキック
オフ会議を
開催

10月15日GB / T 18655-2018（車載受信機の制限と測定方法を保護するための車
両、船舶、および内燃機関の電波障害特性）のモーター負荷測定の不確
実性評価ワーキンググループ及びCISPR 36（30MHz未満の低周波放射
妨害波の規定）国家規格化ワーキンググループのキックオフ会議を開催
（10月9日＠西安）

 会議概要：
• 中国自動車技術研究センター試験認証部の技術専門家がEMC評価
と不確実性評価方法の研究結果を共有

• GB/T 18655-2018モーター負荷測定の不確実性評価ワーキンググ
ループの作業内容と計画について議論を行い、参加者が調査と検証
内容について合意

• 燃料電池エンジンのEMC試験方法についても議論
 参加者：

• 国内外の主要な自動車および部品会社、研究機関、試験・認証機関、
機器サプライヤーから50人以上

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91015/296

09.html

4-C9 深セン標準
国際化およ
び革新的都
市デモンス
トレーション
に係る専門
家グループ
を承認

10月16日深セン標準国際化及び革新的都市デモンストレーション作成作業の
審査・承認を行う専門家グループを結成

 専門家グループ概要：
• デモンストレーション作成作業のプロモーションビデオの視聴、作業レ
ポートの調査、シーンの検査等を実施予定

• 深セン市場監督局、深セン政府、住房和建設局等が参加

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191016

343802.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/19)

モビリティ分野関連記事詳細（12/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191015/29609.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191016_343802.htm
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モビリ
ティ

中国 4-C10 ISO/TC 

268 

Sustainabl

e cities and 

communitie

sの秋の
ワーキング
グループ
会議を武漢
で開催

10月16日 ISO/TC 268 Sustainable cities and communitiesの秋のワーキング
グループ（WG）会議を開催（10月14日＠武漢、中国）

 会議概要：
• SAC及び中国標準化研究院（CNIS）、湖北省市場管理局、咸寧市
人民政府、武漢市市場管理局が共同で開催

• 中国、フランス、ドイツ、オーストリア、イギリス、ロシア、カナダ、
アメリカ、日本、韓国、モロッコ等のISO/TC268メンバー登録の専門家
の他、APEC、International Federation of Consulting Engineers 
（FIDIC)、International Council for Advocacy for Regional 

Sustainable Development （ICLEI）、United Nations Environment 

Programme （UNEP）等の専門家が参加

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191016

343803.ht

m

4-C11 中ロシア民
間航空機標
準タスク
フォースの
第8回作業
会議がロシ
アのサンクト
ペテルブル
クで開催

10月16日中国・ロシア民間航空機標準タスクフォースの第8回作業会議を開催（10
月11～12日@サンクトペテルブルク、ロシア）

 会議出席者：
• ロシア：ロシア連邦技術規則・計量庁
• 中国：SAC

• その他、機械メーカー、研究機関、標準化機関が参加
 会議概要：

• 民間航空機の技術文書の管理規則の共同編集に合意、署名
• "GOST 20296-2014 civil aircraft and helicopters - noise levels 

and measurement methods allowed in passenger cabins and 

cockpits" 及び"GOST R 56080-2014 aviation technology products 

- flight safety Supplementary document to the Sexuality, 

Reliability, Testability and Maintenance Plan – General 

Requirements"についても署名、リリースを決定
• ワイドボディ旅客機の用語表開発とISO規格の共同開発について
意見交換を実施し、作業計画について決定

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191021

343811.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(6/19)

モビリティ分野関連記事詳細（13/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191016_343803.htm
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191021_343811.htm
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モビリ
ティ

中国 4-C12 第5回全国
自動車標準
化技術委員
会車両動力
学小委員会
の設立会議
が廈門市で
開催

10月17日第5回全国自動車標準化技術委員会車両動力学小委員会の設立会議を
開催（10月12日@廈門市、中国）

 会議概要：
• 今後の規格策定及び改訂作業及び専門家による作業計画を紹介

 参加者：
• 中国自動車技術研究センター等、関係者40人以上が参加

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1482.ht

ml

4-C13 CISPR 32
国家標準
ワーキング
グループ
会議が開催

10月17日CESI（中国電子技術標準化研究院）は、CISPR 32国家標準ワーキング
グループ会議を開催（10月10～11日 @広州）

 会議概要：
• CISPR 32国家標準プロジェクトの計画要件と草案作成プロセスを
紹介

 参加者：
• 企業、研究機関、検査機関等より、26名のメンバーが出席

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5669

.html

4-C14 自動車に関
する国家規
格「電気自
動車DCDC
コンバー
ター」への
コメント

10月18日電気自動車小委員会は、「電気自動車DCDCコンバーター」規格の改訂
版ドラフトに対する専門家コメントを募集

 規格概要：
• 電気自動車のモーターに関する任意規格として策定

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1483

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/19)

モビリティ分野関連記事詳細（14/37）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1482.html
http://www.cesi.cn/201910/5669.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1483.html
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モビリ
ティ

中国 4-C15 「水素エネ
ルギー自動
車燃料液体
水素」など
の3つの
国家規格に
関するシン
ポジウムが
北京で開催

10月21日CNISは、「水素エネルギー自動車燃料液体水素」「油圧水素製造シス
テム技術仕様」「液体水素貯蔵及び輸送安全技術要件」の3つの規格
草案に関するシンポジウムを開催（10月16日@北京、中国）

 シンポジウム概要：
• 30人以上の専門家が参加し、3つの規格草案について協議

• 水素エネルギー自動車燃料液体水素
• 油圧水素製造システム技術仕様
• 液体水素貯蔵及び輸送安全技術要件

 今後の予定：
• 専門家からの助言を基に、規格草案を改訂し、再度レビューを実施
予定

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191021

45699.ht

ml

4-C16 天津で開催
された電気
自動車の
ワイヤレス
充電ワーキ
ンググルー
プ会議

10月25日電気自動車のワイヤレス充電WG会議を開催し、相互運用性に係る規格
について議論（10月24日@天津、中国）

 会議概要：
• 電気自動車のワイヤレス充電の相互運用性に関連する規格に焦点を
当て、作業の進捗状況を報告

 参加者：
• 自動車車両メーカー、部品メーカー、科学研究機関より60人以上が
出席

 今後の予定：
• 相互運用性に関するテストを継続的に実施し、規格案の完成を
目指す予定

• 補助機能に関する研究についても実施予定

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1500.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/19)

モビリティ分野関連記事詳細（15/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201910/t20191021_45699.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1500.html
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モビリ
ティ

中国 4-C17 ピックアップ
トラック標準
研究ワーキ
ンググルー
プの第4回
会議が北京
で開催

10月25日第4回ピックアップトラック標準研究WG会議を開催し、関連国家規格の
草案を議論（10月24日@北京、中国）

 会議概要：
• 国家規格「多目的トラックの一般技術条件」の草案を議論

• 範囲、定義、技術要件及び試験方法等の主な内容について合意
• また、多目的トラックの要件に関する研究グループの設立に合意

• 関連する検証実験を実施し、規格策定作業を加速
 参加者：

• 国内のピックアップトラックメーカーや研究機関より30人以上が出席

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1499.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(9/19)

モビリティ分野関連記事詳細（16/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1499.html
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モビリ
ティ

中国 4-C18 自動車部品
委員会の自
動車部品
ネットワーク
の自動運転
標準ワーキ
ンググルー
プの第4回
会議が福建
省平潭で
開催

10月25日第4回自動運転標準WG会議を開催（10月25日＠平潭、中国）
 協議内容：

• 自動運転の標準WGとプロジェクトチームの作業進捗
• 7つの標準開発作業の開始を報告
• また、4つの国家規格の草案作成を2020年までに完了する計画を
発表
• 「インテリジェントネットワーク車両の用語と定義」や「インテリ
ジェントネットワーク自動運転機能のテスト方法と要件」等の内
容を含む予定

• 新設標準プロジェクトチームの作業計画
• 1つの標準プロジェクト及び3つの研究プロジェクトの立上げを発表

• 業界調査状況
• 自動運転照明アンケート調査及び車両データ記録システム調査の
結果を紹介

• メンバーからの標準提案
• 東風、華為技術、中国自動車センターの専門家が、自動運転物流
車両Sharing-Vanプラットフォーム、インテリジェント運転コンピュー
ティングプラットフォーム、有線制御システム通信プロトコルの標準
化提案を実施

 参加者：
• 自動車、エレクトロニクス、通信、その他自動車インテリジェントネット
ワーク関連業界より約120名が出席

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1498.ht

ml

1798

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(10/19)

モビリティ分野関連記事詳細（17/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1498.html
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C19 中国代表団
がIEC / 

TC69会議
に出席

10月25日 IEC/TC 69 Electric road vehicles and electric industrial trucks
会議を開催（10月21～22日@上海、中国）

 会議概要：
• 委員会の名称及び業務範囲の改訂、15つのWGの作業進捗、
今後の作業計画について議論

 参加者：
• 中国より11名、20か国より約60名の専門家が参加

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1497.ht

ml

4-C20 車両の運転
条件に関す
る中国の
国家基準が
正式に発行

10月25日SAC（国家標準化管理委員会）は、GB/T 38146.1-2019「中国の自動車
運転条件、パート1：小型車」及びGB/T 38146.2-2019「中国の運転条件、
パート2：大型商用車」を正式に承認

 背景：
• 中国工業情報化部の「中国の新エネルギー車製品試験条件の研究
開発」プロジェクトに基づき、規格策定を開始（2015年～）

 規格概要：
• 中国の自動車標準システムにおける基盤として、車両及びンジンの
エネルギー消費及び排出ガス試験等を規定

• 自動車産業における省エネルギー及びグリーン開発を促進

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1495.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(11/19)

モビリティ分野関連記事詳細（18/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1497.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1495.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C21 国家自動車
技術情報
センターは、
国家技術標
準イノベー
ションベース
（自動車）の
構築主体と
して承認

10月25日中国工業情報化部は、国家自動車技術情報センターを国家技術標準
イノベーションベース（自動車）の構築主体として承認

 背景：
• 国家標準化管理委員会（SAC）は、中国工業情報化部に対し、国家
自動車技術情報センターを国家技術標準イノベーションベース（自動
車）の構築主体として推薦

 国家技術標準イノベーションベース（自動車）概要：
• イノベーションの成果の技術標準への変換への促進を目的とした
サービスプラットフォーム

• 自動車産業の知的及び産業資源を最大化し、研究、検証、適用、
評価、確立を含むフルサイクルの標準化作業メカニズムを形成

• 国際標準化に向けたISO、IEC、UN等との調整や標準化人材育成に
ついても活動予定

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1494.ht

ml

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91025/296

40.html

4-C22 自動車標準
化技術委員
会は「車両
オペレーティ
ングシステ
ムの標準シ
ステム」を
発行

10月25日全国自動車標準化技術委員会は、世界インテリジェントネットワーク自動
車会議及び第7回中国国際新エネルギーインテリジェントネットワーキン
グオートショー（IEEV China 2019）にて「車両オペレーティングシステム
の標準システム」を正式に発行（10月25日@北京、中国）

 背景：
• 中国は、車両オペレーティングシステム標準の確立を計画

• 自動車オペレーティングシステムの基本システム及び安全基準の
研究と策定を完了（～2022年）

• 車両のオペレーティングシステムとアーキテクチャ標準の技術要件
と評価方法の研究と策定を完了（～2024年）

• 車両オペレーティングシステムの構成方法標準の調査と策定を完
了（～2026年）

 規格概要：
• 車両オペレーティングにおける一般原則、アーキテクチャと階層、
関連テクノロジーを定義

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1496.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(12/19)

モビリティ分野関連記事詳細（19/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1494.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1496.html
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情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C23 車両の運転
条件に関す
る中国の
国家規格が
正式に発表

10月30日自動車に係る国家任意規格2件（GB/T 38146.1-2019「中国の自動車運
転条件パート1：小型車」及びGB/T 38146.2-2019「中国の自動車運転条
件、パート2：大型商用車」）を正式に発行

 GB/T 38146.1-2019及びGB/T 38146.2-2019概要：
• 全国自動車標準化技術委員会の省エネ小委員会及び中国自動車
技術研究センターが策定に関与

• 3年間のプロジェクトで、5050台の車両を収集、全国41の代表都市で
合計5,500万キロメートルの車両運転データを収集

• 中国の自動車標準システムにおける重要な共通基本標準として、
将来の中国の車両及びエンジンのエネルギー消費、排出ガス試験、
及び製品開発の重要な基盤となることを期待

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91030/296

53.html

4-C24 中国自動車
技術研究
センター
Huawei 

Smart Car
と協力協定
を締結

10月31日中国自動車技術研究センターがHuawei Smart Carと協力協定を締結
（10月31日）
 Huawei Smart Car 標準特許部門長等が調印式に出席

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91031/296

58.html

4-C25

 

国家標準化
管理委員会
は、民間
航空などの
6つの国家
技術標準イ
ノベーション
基盤の確立
を承認

10月31日国家標準化管理委員会（SAC）は、6つの分野に係る国家技術標準
イノベーション拠点の設立を承認

 対象分野：
• 民間航空
• 化学新素材
• 自動車
• ハイエンドCNC工作機械
• インテリジェント製造装置の安全性
• 農業

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201910/t2

0191031

343859.ht

m

1801

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(13/19)

モビリティ分野関連記事詳細（20/37）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191030/29653.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191031/29658.html
http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/201910/t20191031_343859.htm
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モビリ
ティ

中国 4-C26 National 

Technical 

Standards 

Innovation 

Base 

(Smart 

Grid) は、
標準化研究
プロジェクト
及びパイ
ロット実証
プロジェクト
を公募

10月31日National Technical Standards Innovation Base（Smart Grid）は、
標準化研究プロジェクト及びパイロット実証プロジェクトの公募を開始
（10月23日）

 募集プロジェクト及び分野：
• 標準化研究プロジェクト

• スマートグリッド、IoT、エネルギーインターネットの構築と運用、ハ
イエンドインテリジェント機器の研究開発と生産

• パイロット実証プロジェクト
• スマートグリッド分野における質の高いインフラストラクチャの構築
• 科学技術の成果転換の促進
• 「一帯一路」電力標準
• その他主要分野に関する国際化

 今後の予定：
• 公募を受け付け、プロジェクトを決定（11月15日締切）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201910/t2

0191031

343860.ht

m

1802

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/19)

モビリティ分野関連記事詳細（21/37）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201910/t20191031_343860.htm
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モビリ
ティ

中国 4-C27 中国電子技
術標準化研
究院(CESI)
が第2回
接続技術と
標準化に
関するセミ
ナーを共催

10月10日中国電子技術標準化研究院 （CESI）が接続技術と標準化に関する
セミナーを開催し、電子機器に関する全国電気機械部品標準化技術
委員会（全国电子设备用机电元件标准化技术委员）専門家らが参画
（9月23~24日＠貴陽市）

 主催：
• 貴州航空宇宙電気有限公司
（電子機器に関する全国電気機械部品標準化技術委員会の副会長
を担当）

 フォーラム実施概要：
• 1つのメインフォーラム、5つのサブフォーラム、1つのワークショップに
より構成

• メインフォーラムでは、電子機器のための国家電気機械部品標準化
技術委員会、航空宇宙科学産業グループ信頼性センター、Huawei 

Technologies.、北京新エネルギー自動車有限公司エンジニアリング
研究所、CRRC青島四方機関車、貴州航空宇宙有限公司の専門家
が、コネクタ産業開発、軍事防衛、鉄道輸送、新エネルギー車、通信
および家電分野の技術開発ニーズ、スマートマニュファクチャリングの
分野で基調報告を実施

 参加者：
• コネクタ業界の上流・下流企業、関連機関、ユーザーの代表者、研究
機関、大学等より合計108団体

 张新明会長発言要旨：
• 「この会議を通じ、高度な技及び優れた製品の標準的な研究活動を
促進し、中国の独立した知的財産権を備えた高品質の標準を策定
および推進し、国際的なコネクタ産業における中国ブランドの影響と
市場競争力を継続的に向上させたい」

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5649

.html

1803

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/19)

モビリティ分野関連記事詳細（22/37）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201910/5649.html
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C28 第11回電気
自動車の
規格および
規制に関す
る国際シン
ポジウムを
開催

10月12日全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）が第11回電気自動車の
規格および規制に関する国際シンポジウムを開催
（11月12~13日@広東省佛山市）
 同シンポジウムは、国内外の電気自動車の専門家向け標準規制分野での最大
かつ影響力のある交流イベントとして開催

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1479.ht

ml

1804

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/19)

モビリティ分野関連記事詳細（23/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1479.html
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情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C29 2019年第5
回自動車
電磁両立性
技術に関す
る国際シン
ポジウムを
開催

10月15日中国自動車技術研究センター試験認証部ら主催による「2019年第5回
自動車電磁両立性技術に関する国際シンポジウム」が開催
（10月10日~11日＠西安）

 主催：
• 中国自動車技術研究センター試験認証部
• インテリジェントネットワーク自動車品質監督検査センター
• 中国自動車エンジニアリング協会自動車試験技術部門

 シンポジウムの目的：
• 業界のコミュニケーション強化によるインテリジェントネットワーク車両
の電磁安全性の質の向上

 シンポジウム概要：
• 中国消費者製品品質および安全促進協会Wang Kun事務局長が
スピーチにおいて、電磁適合性性能がインテリジェントネットワーク
車両の重要な性能の1つであり、運転の安全性とユーザーエクスペリ
エンスに密接に関連していることを指摘

• 天津自動車試験センターShi Yongwan副所長が、スピーチにおいて、
インテリジェントなネットワーク化された自動車用電子機器の複雑性と
自動化レベルの高まりに伴い、EMCの安全性が国内外の自動車企
業の焦点になっていると強調

• 中国自動車産業センター試験認証部門、自動車標準化技術委員会
事務局、トヨタ、日産、ダイムラー、フォルクスワーゲン、ジーリー、ヴァ
レオ、ロードス、シュワルツテクノロジーの技術専門家が標準システム
の構築、製品のテストと評価、コンポーネントの設計と開発、ネット
ワーク通信テストとアンテナ性能テスト等の研究結果を共有

 参加者：
• 自動車メーカー、科学研究機関、試験・認証機関、機器サプライヤー
などから280人以上

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91015/296

08.html

1805

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(17/19)

モビリティ分野関連記事詳細（24/37）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191015/29608.html
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情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C30 モバイルトラ
ベルの新し
いモードの
ための
SAECEE-

Intelligent 

Networked 

Automotive 

Technology 

Architectur

e 

Conference
に参加

10月29日中国電子技術標準化研究院は、2019 China Automotive Engineering 

Society Annual Conference and Exhibition （SAECEE 2019）に参
加（10月22～24日@上海、中国）

 イベント概要：
• 「自動車+コラボレーションイノベーション」をテーマに、自動運転技術
やコネクティッドカーに関する技術の標準化について議論

• 中国電子技術標準化研究院は、「オートモーティブネットワーキング/
インテリジェントネットワーキングオートモーティブテクノロジー及び
標準研究」について、基調講演を実施

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5695

.html

4-C31 「キャンパス
に入る自動
車標準化」
のテーマが
江蘇大学で
開催

10月29日中国自動車技術研究センターは、自動車の標準化に関するイベントを
開催（10月25日@江蘇大学）

 イベント概要：
• 学生に対し、国家経済発展における標準化作業の重要性を喚起

• 自動車の省エネルギーに関する標準や標準の国際化について、
講義

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）
*1

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1501.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(18/19)

モビリティ分野関連記事詳細（25/37）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.cesi.cn/201910/5695.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1501.html
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国際/

中国
4-C32 ASAMと

CATARCは、
ASAM標準
化のために
中国市場を
開拓する共
同イニシア
チブを開始

10月10日ASAMはCATARC Automotive Data Centerと共同でイニシアチブ
「C-ASAM」を設立したことを発表

 協力内容：
• 中国の自動車産業におけるASAM標準の使用促進(ASAM標準に関
するトレーニング実施を含む)

• 新規ASAM規格の開発
• 中国の需要に応じた既存ASAM規格の改訂

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

https://ww

w.asam ne

t/news-

media/new

s/detail/ne

ws/asam-

and-

catarc-

launch-

joint-

initiative-

to-tap-

chinese-

market-for-

asam-

standardiz

ation/
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(19/19)

モビリティ分野関連記事詳細（26/37）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.asam.net/news-media/news/detail/news/asam-and-catarc-launch-joint-initiative-to-tap-chinese-market-for-asam-standardization/
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モビリ
ティ

ベト
ナム

4-A1 規格・計量・
品質総局の
副部長：ス
マートシティ
開発に標準
を適用

10月15日STAMEQは、スマートシティ分野における規格開発の取組みについて
紹介

 取り組み概要：
• 2017年より、STAMEQはスマートシティに関するTCVN 12135、

TCVN 37120等の国内規格を継続的に開発
• 加えて、18のスマートシティ関連サービス評価指標を提示

 Ha Minh Hiep氏（Deputy Director General, STAMEQ）発言要旨
• 「TCVN規格は、2030年に向けたベトナムのスマートで持続可能な都
市開発の基盤となる」

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/pho-

tong-cuc-

truong-

tong-cuc-

tcdlcl-ap-

dung-bo-

tieu-

chuan-de-

phat-trien-

do-thi-

thong-

minh/

インド
ネシア

4-A2 より良い質、
より良い生
活-Sidang 

Tahunan 

IEC 2019

10月23日BSNは、第83回国際電気標準会議（IEC）総会に参加
（10月15～25日＠上海、中国）

 会議概要：
• 中国の習近平国家主席も出席し、中国の電気自動車及び再生可能
エネルギー活用の開発に伴う、国際標準化に関する取組みを紹介

• BSNは、インドネシアとして電気工学分野における標準化と適合性評
価活動強化の必要があることに言及

 参加者：
• 100か国から3500人以上の参加者が参加

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10604/be

tter-

quality-

better-life-

sidang-

tahunan-

iec-2019

ベト
ナム

4-A3 ISO 26262
規格：成長
する自動車
産業向け
のソリュー
ション

10月24日STAMEQは、モビリティ分野におけるISO 26262シリーズ規格について
紹介

 ISO26262概要：
• 自動車の電気／電子システムに関するガイドラインと機能安全要件を
提供

• 自動車特有のリスクを識別するAutomotive Safety Integrity Level
（ASIL）を規定

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/tieu-

chuan-iso-

26262-

giai-phap-

cho-cho-

nganh-

cong-

nghiep-o-

to-phat-

trien/

1808

【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/5)

モビリティ分野関連記事詳細（27/37）

モビリティテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/10/pho-tong-cuc-truong-tong-cuc-tcdlcl-ap-dung-bo-tieu-chuan-de-phat-trien-do-thi-thong-minh/
https://bsn.go.id/main/berita/detail/10604/better-quality-better-life-sidang-tahunan-iec-2019
https://tcvn.gov.vn/2019/10/tieu-chuan-iso-26262-giai-phap-cho-cho-nganh-cong-nghiep-o-to-phat-trien/
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A4 IMDAが公
共スペース
のデジタル
表示パネル
の規制に関
する業界の
意見を募集

10月30日デジタルディスプレイパネルに関する規制の見直しにあたり、
公共スペースにおけるデジタル表示パネルの規制に関し、業界からの
意見を募集することを発表（11月8日～22日予定）

シンガポール
通信メディア開
発庁（IMDA）

https://ww

w2 imda.g

ov sg/new

s-and-

events/Me

dia-

Room/Med

ia-

Releases/

2019/IMD

A-Seeks-

Industry-

Views-on-

Regulation

-of-Digital-

Display-

Panels-In-

Public-

Spaces

ASE

AN

4-A5 インフラスト
ラクチャの
生産性向上
を促進する
ASEAN

10月1日 ASEAN連結性マスタープラン（MPAC）2025におけるLead 

Implementing Body Strategic Area of Sustainable Infrastructure 

(LIB-SI) は、"Development of Framework for Improving ASEAN 

Infrastructure Productivity Forum"を開催
（9月30～1日@ジャカルタ、インドネシア）

 MPAC概要：
• シームレスなASEAN地域の構築を目的に、第28回ASEANサミットに
て採択（2016年9月6日）

• 5つの注力分野を規定
• 持続可能なインフラストラクチャ、デジタルイノベーション、シーム
レスな物流、規制の卓越性、人々のモビリティ

 フォーラム概要：
• ASEAN対話パートナー、多国間開発銀行、その他関係機関の代表
等、60人以上が参加

• インフラ生産性向上の改善に関する意見交換と知見共有を実施
• 生産性向上のためのフレームワークの開発のドラフト、優先分野、
実装手順についても協議

ASEAN https://ase

an.org/ase

an-

promote-

infrastructu

re-

productivit

y-

improvem

ent/
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(2/5)

モビリティ分野関連記事詳細（28/37）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www2.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2019/IMDA-Seeks-Industry-Views-on-Regulation-of-Digital-Display-Panels-In-Public-Spaces
https://asean.org/asean-promote-infrastructure-productivity-improvement/
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A6 コミュニティ
での快適な
暮らしのた
め、BSNは
市/県に対し
SNI Smart 

Cityの適用
を推進

10月10日BSNは、スマランの全国品質月間において、スマートコミュニティ及び
持続可能な開発のための標準化と適合性評価をテーマにイベントを開催
予定（10月10～14日@スマラン、インドネシア）

 背景：
• インドネシア政府は、100 Smart City計画を推進（2017年～）

• 国内の100市・郡を選定し、「スマートシティ」化を推進、政府は
専門家派遣や予算面での補助を実施

• BSNは、スマートシティに関する国内規格SNI ISO 37120：2018を
発行し、計画の更なる推進をサポート

 イベント概要：
• 中小企業のSNI ISO 37120：2018適用に関するセミナーを開催予定

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10561/in

ginkan-

masyaraka

t-hidup-

nyaman-

bsn-

dorong-

kotakabup

aten-

terapkan-

sni-smart-

city

ベト
ナム

4-A7 2019年世界
標準の日を
祝福：標準
化はグロー
バルな統合
を促進

10月11日STAMEQは、世界標準の日に因み、スマートシティ等複数分野に関する
イベントを開催（10月11日@ハノイ、ベトナム）

 背景：
• 2019年10月14日は、第50回「世界標準の日」

 イベント概要：
• 世界標準の日にちなみ、複数分野のワークショップを開催（以下、例）

• 石油分野における標準化とグローバルな統合
• スマートシティ分野における標準化と企業活動

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/ky-

niem-

ngay-tieu-

chuan-the-

gioi-2019-

tieu-

chuan-

hoa-thuc-

day-hoi-

nhap-toan-

cau/
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(3/5)

モビリティ分野関連記事詳細（29/37）

モビリティテーマ別情報詳細

https://bsn.go.id/main/berita/detail/10561/inginkan-masyarakat-hidup-nyaman-bsn-dorong-kotakabupaten-terapkan-sni-smart-city
https://tcvn.gov.vn/2019/10/ky-niem-ngay-tieu-chuan-the-gioi-2019-tieu-chuan-hoa-thuc-day-hoi-nhap-toan-cau/
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A8 ASEANと
EUがインテ
リジェント
輸送システ
ムについて
議論

10月28日第1回インテリジェント輸送システム（ITS）に関するEU-ASEANワーク
ショップが開催（10月24～25日）

 目的：
• ITSに関する2つの地域間の知識の共有及びASEANにおけるITS
開発の課題と機会に関する議論の実施

 概要：
• Young Tae Kim国際交通フォーラム（ITF）事務局長が基調講演
• 参加者はインテリジェントな輸送ソリューションの実装におけるベスト
プラクティス共有

• 交通機関ユーザー向けITSソリューションを開発するために、データ
収集及び共有、省庁間調整と地域協力の重要性を確認

 参加者：
• ASEANおよびEU加盟国の代表、ASEAN事務局、欧州及びASEAN
地域のITS専門家・実務者、研究機関、ビジネス評議会代表（企業代
表者）

ASEAN https://ase

an.org/ase

an-eu-

discuss-

intelligent-

transport-

systems/

インド
ネシア

4-A9 協力の強化
-BSNと
KATSがイ
ンテリジェン
ト輸送シス
テムと建設
資材に関す
る国際セミ
ナーを開催

10月29日インドネシア国家標準化庁（BSN）と韓国技術標準院（KATS）が
インテリジェント輸送システムと建設資材に関するセミナーを開催
（10月29日＠ジャカルタ）

 セミナー概要：
• インテリジェント輸送技術の開発と建設資材に関する規格の適用に
関して議論

• 参加国間の標準化および適合性評価の分野での協力強化に関して
質疑応答を実施

 参加者：
• ASEANの4カ国を含むアジアのISO加盟国からの代表者

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10627/pe

rkuat-

kerjasama

-bsn-kats-

selenggar

akan-

seminar-

internasion

al-bidang-

intelligent-

transport-

system-

dan-

constructio

n-material-
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(4/5)

モビリティ分野関連記事詳細（30/37）

モビリティテーマ別情報詳細

https://asean.org/asean-eu-discuss-intelligent-transport-systems/
https://bsn.go.id/main/berita/detail/10627/perkuat-kerjasama-bsn-kats-selenggarakan-seminar-internasional-bidang-intelligent-transport-system-dan-construction-material-
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モビリ
ティ

ASE

AN

4-A10 韓国がス
マートシティ
に関する
アジア地域
のシンポジ
ウムを開催

10月31日第7回アジア立法専門家シンポジウムにおいて、アジア諸国の政府関係
者がスマートシティに関する立法戦略について議論（10月30日＠ソウル）

 シンポジウム概要：
• 韓国科学技術院のJung Jae-seung教授が、スマートシティが果たす
役割について基調講演

• 韓国及びベトナム、インドネシア、マレーシアを含む東南アジアの政府
関係者や専門家が、IoT技術に基づいたスマートシティの開発を促進
するための法律の策定方法について議論

The Korea 

Herald

http://www.

koreaheral

d com/vie

w.php?ud=

20191030

000740

1812

【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(5/5)

モビリティ分野関連記事詳細（31/37）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191030000740
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国際 4-O1 BMWが
Open 

Simulation 

Interface(O

SI)をASAM
に移行

10月1日 ASAMはBMW GroupとOSI（Open Simulation Interface）Format 

Specificationのさらなる開発に同意したと発表
 BMWグループはOSIの標準化に当たり、OSIに関する権利をASAMへ移行
 ASAMは新規アプローチ(共同コードプラットフォームGitHubにて完全にオープン
ソースな環境を使用)にて標準開発することを決定

 （参考）OSI概要：
• 自動運転機能、運転シミュレーションフレームワーク、センサーモデル
間の一般的なインターフェイスを定義

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

https://ww

w.asam ne

t/news-

media/new

s/detail/ne

ws/bmw-

transfers-

open-

simulation-

interface-

osi-to-

asam/

4-O2 リチウムイ
オンの先駆
者がノーベ
ル賞を受賞

10月9日 リチウムイオンに関する技術に対しノーベル賞が授与されたことを受け、
IEC Blogはバッテリー関連分野における標準化活動について紹介

 紹介された標準化活動(抜粋)：
• IEC/TC21 (Secondary cells and batteries)にてEV推進用の二次
リチウムイオン電池に関するIEC 62660シリーズの一部であるIEC 

62660-2の第2版を含む複数の重要文書を発行（2018年）
• IECEE(IEC電気機器・部品適合性試験認証制度) においてはバッテ
リー、充電器、充電ステーションの安全性、性能コンポーネントの相互
運用性、エネルギー効率、電磁適合性(EMC)、有害物質当のテスト
スキームを実行

 加えて、IEC国際規格及び適合性評価(CA)システムがバッテリーの性能要件・
安全仕様の確立及びテストにおいて重要であること、またリチウムイオンの
可燃性によりバッテリーテクノロジーが最近注目されていることについて紹介

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/lithiu

m-ion/
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(1/6)

モビリティ分野関連記事詳細（32/37）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.asam.net/news-media/news/detail/news/bmw-transfers-open-simulation-interface-osi-to-asam/
https://blog.iec.ch/2019/10/lithium-ion/
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モビリ
ティ

国際/

中国
4-O3 ASAMと

CATARCは、
ASAM標準
化のために
中国市場を
開拓する共
同イニシア
チブを開始

10月10日ASAMはCATARC Automotive Data Centerと共同でイニシアチブ
「C-ASAM」を設立したことを発表

 協力内容：
• 中国の自動車産業におけるASAM標準の使用促進(ASAM標準に関
するトレーニング実施を含む)

• 新規ASAM規格の開発
• 中国の需要に応じた既存ASAM規格の改訂

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

https://ww

w.asam ne

t/news-

media/new

s/detail/ne

ws/asam-

and-

catarc-

launch-

joint-

initiative-

to-tap-

chinese-

market-for-

asam-

standardiz

ation/

1814

【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(2/6)

モビリティ分野関連記事詳細（33/37）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲
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モビリ
ティ

国際 4-O4 コネクテッド
カー標準に
関する戦い

10月21日 IECは、現在Internet of Vehicles（IoV）に関する2つの異なる規格が
存在し、規制当局からの注目を集めるために競合していると紹介
 IoVは、衝突検出、車線変更警告、交通信号制御、インテリジェント交通計画、
フリート管理、リモート診断、インフォテインメント等、自動運転車に不可欠な多く
のアプリケーションを有効にするとして期待

 競合する2規格：
1. DSRC（Dedicated Short Range Communications）標準：

• 車両環境でのワイヤレスアクセスに関するIEEE規格に準拠
• 車載ユニットと路側機の間のワイヤレス短距離情報交換が可能

2. C-V2X標準：
• 第3世代パートナーシッププロジェクト（3GPP）によって開発された
携帯電話ベースのネットワークテクノロジー

• 車両からすべての通信（車両からインフラストラクチャ、歩行者等を
含む）を包含

• 中国が好意的反応を表明
 IECとISOは共同技術委員会を設立し、ITU及びIEEEと緊密に連携しながらIoTを
含む情報及び技術アプリケーションの国際標準を作成。競合する2規格の解決策
として期待

 策定された規格例：
• ISO/IEC 21823-1：Internet of things (IoT) — Interoperability for 

internet of things systems — Part 1: Framework

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/stand

ards-

battle-for-

the-

connected

-car/
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モビリ
ティ

国際 4-O5 世界都市
デーを祝う

10月31日 IECは、世界都市デーに合わせスマートシティ分野に関するIECにおける
国際標準化活動について紹介
 国連は10月31日を世界都市の日として指定

 紹介されたスマートシティに関するIECシステム委員会(SyC Smart cities)
における取組：

• スマートシティに影響を与えるとしてIECは1800超の規格を特定
(エネルギーグリッド、照明、輸送、都市サービス関連規格を含む)

 SyC Smart citiesの議長コメント：
• 「新技術やデータの新しい使用方法だけでなく、都市に住む人々の
生命が安全であるようにエコシステム全体を管理する方法についても
基準が必要である」

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/celeb

rating-

world-

cities-day/
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国際 4-O6 ITU Green 

Standards 

Weekは
Call to 

Actionを
採用し、
スマートで
持続可能な
都市への
移行を加速

10月2日 ITU NEWSは、第9版ITU Green Standards Weekが開催されたと紹介
(10月1日～4日@スペインバレンシア)
 ITU Green Standards Weekにおいて、利害関係者に対しスマート且つ持続可能
な都市への移行促進を促すことを目的とし10の行動を提示する「Call to Action」
を採択

 Call to Action内容：
1. スマート且つ持続可能な都市がSDGsを配慮
2. 都市は、環境を保護し、気候変動と戦うためのフロンティアテクノロ
ジーの適用を先導する必要有

3. スマート且つ持続可能な都市開発のためのガイダンスとして国際基準
を使用

4. 電子廃棄物を削減するために循環経済原則を採用
5. スマートテクノロジーを統合するスマートシティプラットフォームを実装
6. 最先端テクノロジーの環境パフォーマンスに対する積極的な姿勢
7. エンドユーザーのニーズを満たすために、市民、研究者、及びその他
の関連する利害関係者による標準と技術開発への関与

8. すべての人々がスマートな持続可能な都市の開発に参加可能とする
デジタル権利の原則を採用

9. 循環アプローチによる都市変革の加速
10.2030アジェンダは、パートナーシップを強化、協力を促進し専門知識
を動員することで初めて達成可能

ITU NEWS https://new

s.itu.int/itu-

green-

standards-

week-

adopts-

call-to-

action-

smart-

sustainabl

e-cities/
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国際 4-O7 ASAMは、
シナリオお
よび車両
データの標
準化された
ラベリングと
保管に関す
る新しい
標準をフォ
ローアップ

10月24日ASAMは、シナリオ及び車両データの標準化されたラベリングと保管に
関する新規規格をフォローアップするための初回アイデアワークショップ
を開催予定(12月2日(予定))
 ASAMはOpenX開発アクティビティ内での議論に続き、ADワークフローにおける
さらなる標準化の必要性を特定

 コミュニティ内でのデータ共有の促進を目的として、保存されたシナリオメタデータ
の基本サブセット（気象条件、操作タイプ、アクターなど）を標準化予定

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

https://ww

w.asam ne

t/news-

media/new

s/detail/ne

ws/asam-

is-

following-

up-on-a-

new-

standard-

on-

standardiz

ed-

labelling-

and-

storage-

for-

scenarios-

and-vehic/

4-O8 自動運転に
関する
ASAM国際
会議2019

10月29日ASAMは自動運転に関するASAM国際会議2019を開催予定であること
を紹介(12月10〜11日@ドイツ ドレスデン 予定)
 自動運転機能のプロセス統合と検証の最新動向について議論

 会議テーマ：
• 第4回自動運転に関するASAM国際会議-将来のモビリティの鍵として
標準化された仮想開発

 討議予定事項：
• 仮想検証と承認の概念
• センサーのモデリングとデータ融合の戦略
• AIと機械学習が上記新規概念をどのようにサポート可能か検討
• 標準によるプロセス改善の方法の検討 等

 参加者：
• 約250人の国際的なマネージャーと業界及び業界の専門家

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

https://ww

w.asam ne

t/conferenc

es-

events/det

ail/asam-

internation

al-

conferenc

e-2019/
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欧州 5-E1 EUは無駄
で修理不能
な製品の
プラグを抜く

10月1日 欧州委員会（EC）は、家電製品のエコデザインに関する新規則
（Regulation）を適用開始（10月1日）

 新規則概要：
• 欧州のEcodesign Directiveの一部として、適用
• 2021年の時点で、EU市場における対象家電製品は、長寿命化の
ための修理要件を満たす必要があることを規定
• 対象製品としてテレビ、モニター、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、洗濯
乾燥機、食洗機、照明製品を規定

• デザインの改善とハロゲン化難燃剤の除去（ディスプレイの場合）
により、リサイクルを促進

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

European 

Commission

(EC)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/pres

s-release-

eu-to-pull-

plug-on-

wasteful-

unrepairab

le-

products/

https://ec e

uropa eu/c

ommission

/presscorn

er/detail/e

n/ip 19 5

895

5-E2 5つの家電
製品の新し
いエコデザ
インルール

10月 ANECは、欧州委員会（EC）の家電製品のエコデザインに関する新規則
（Regulation）についてBEUCと共にコメントを発表

 背景：
• ECは、5つの家電製品（洗濯機、食洗機、冷蔵庫、電子ディスプレイ、
照明機器）に対し、新エコデザイン規則を適用（10月1日）

 コメント概要：
• 新規則について、概ね賛成していることを発表

• 但し、スペアパーツの耐久性や修理要件について、改善の余地が
あることを指摘

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n (ANEC)

The European 

Consumer 

Organisation 

(BEUC)

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers

https://ww

w.beuc.eu/

publication

s/eu-

makes-5-

household

-

appliances

-safer-and-

repairable-

does-not-

go-full-

mile/html
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ドイツ 5-E3 IECは循環
経済をどの
ように形成
できるか？

10月14日DKEは、IECによる循環経済に関する標準化活動について紹介
 循環経済関連WG：

• Advisory Committee on Environmental Aspects (ACEA）
• IEC/TC 111 Environmental standardization for electrical and 

electronic products and systems

(ドイツにおけるミラー委員会: DKE / K 191)

 活動概要：
• ACEAは、環境問題に関する標準管理評議会(SMB）に対し、助言を
提供

• IEC/TC 111は、電気工学、電子工学、および情報技術の製品の環境
保護と持続可能性の分野において規格を策定（以下、規格抜粋）
• IEC 62430:2019 Environmentally conscious design (ECD) -

Principles, requirements and guidance

• IEC TR 62824:2016 Guidance on material efficiency 

considerations in environmentally conscious design of 

electrical and electronic products

• IEC TR 62635:2012 Guidelines for end-of-life information 

provided by manufacturers and recyclers and for recyclability 

rate calculation of electrical and electronic equipment

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://www

.dke de/de/

news/2019/

wie-kann-

die-iec-die-

kreislaufwir

tschaft-

gestalten
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欧州 5-E4 Rethink 

Plasticから
の新しいレ
ポート：EU
諸国が使い
捨てプラス
チックをや
め、再利用
可能なもの
に切り替え
る方法

10月15日Rethink Plasticはプラスチック汚染防止に向けた政策提言レポート
"Reusable solutions: how governments can help stop single-

use plastic pollution"を発行
 Rethink Plastic概要：

• 脱プラスチックを目的としたNGOのアライアンス組織
 レポート概要：

• 使い捨てプラスチック汚染の防止に向けた4つの政策を提言
• レストランに対し、再利用可能なカトラリー、プレート、カップの使用
を義務付ける法律の可決

• 使い捨てプラスチックカップ及び食品容器の削減目標の設定
（2025年までに50％、2030年までに80％）

• 飲料ボトル、カップ、食品容器等、再利用可能な製品に対する
deposit return scheme (DRS)の導入

• 使い捨てプラスチックへの課税

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/new-

report-

from-

rethink-

plastic-

how-eu-

countries-

can-quit-

single-use-

plastics-

and-

switch-to-

reusables/

ドイツ 5-E5 家電製品の
資源効率に
関する新し
いエコデザ
イン規制

10月15日CLC/TC59X（Performance of household and similar electrical 

appliances）は、家電製品の資源効率に関連する製品固有の問題を取り扱う新
たなWG（CLC/TC59X/WG23）を設立

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、家電製品に対するエコデザイン新規則を適用
（10月1日）

 WG23概要：
• 家電製品固有の資源効率性に関する課題ついて作業予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/oekode

sign-

ressource

neffizienz-

von-

haushaltsg

eraeten
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英国 5-E6 政府が画期
的な環境法
案を導入

10月15日英国政府は、気候変動対策強化に向け、新たな法案「Environment 

Bill」を議会に提出（10月15日）
 背景：

• 英国政府は、CCCの勧告に応じ、2050年までに二酸化炭素排出量を
ネットゼロにする計画を発表（6月）

• 英国政府は、気候変動への取り組みを更に迅速に行うための措置を
発表（10月15日）

 新法案における規定概要：
• 政府の環境ガバナンスの強化

• Office for Environmental Protectionを新設し、政府やその他公的
機関の環境に対する義務を監視

• 資源節約と廃棄物管理の強化
• 生産者の廃棄物処理責任を拡大し、廃棄物の削減及び材料の再
利用を促進

• 大気の改善
• Clean Air Strategyに基づき、汚染物質の排出制限目標を設定

• 持続可能な水資源の活用
• 水道会社等と協力し、水の長期管理に対応

• 自然と緑地の復元と強化
• コミュニティ・地方自治省（MHCLG）と協力し、生物多様性保持に
対応

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/gov

ernment-

introduces

-ground-

breaking-

environme

nt-bill
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英国 5-E7 英国は気候
変動に更に
迅速に取り
組む

10月15日英国政府は、気候変動委員会（CCC）の勧告に応じ、気候変動への
取組みをより迅速に行うための措置を発表（10月15日）

 背景：
• 英国政府は、CCCの勧告に応じ、2050年までに二酸化炭素排出量を
ネットゼロにする計画を発表（6月）

 実施措置概要：
• 企業向けエネルギー効率化対策の促進

• 2030年までに年間10億ポンドのエネルギー代の節約を志向
• 自動車、貨物、鉄道等の輸送における脱炭素化の促進
• 気候変動対策における政府のガバナンス強化
• 新たなEnvironment Billの導入

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/uk-

to-go-

further-

and-faster-

to-tackle-

climate-

change

スウェ
ーデン

5-E8 社会的持続
可能性につ
いてAle市
のアジェン
ダ2030への
参入

持続可能性
の規格は
アジェンダ
2030への
道を先導

10月21日SISは、自治体等と連携し、地域における持続可能な開発管理について
定めたSS 854000 ”Ledningssystem för hållbar utveckling i 

kommuner, landsting och regioner - Vägledning”の改訂作業を
実施中であることを発表

 SS 854000概要：
• 地域における気候変動等の課題を含めた持続可能な開発管理
システムについて規定

 改訂作業概要：
• 国内技術委員会「SIS/TK 588 Hållbara städer och samhällen
（持続可能な都市とコミュニティ）」にて、改訂作業を実施

• 25以上の自治体、企業、組織等より30人以上の専門家が参加
• Ale市より2名が規格改訂作業に参加

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/social-

hallbarhet-

ar-ales-

ingang-till-

agenda-

2030/

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/standar

der-inom-

hallbarhet-

leder-

vagen-till-

agenda-

2030/
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https://www.gov.uk/government/news/uk-to-go-further-and-faster-to-tackle-climate-change
https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/social-hallbarhet-ar-ales-ingang-till-agenda-2030/
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スウェ
ーデン

5-E9 アジェンダ
2030の経験
を共有する
ための重要
な会議
プラット
フォーム

10月23日SISは Mötesplats Agenda 2030に参加し、地域における持続可能な開
発管理について定めたSS 854000 ”Ledningssystem för hållbar 

utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning”の
取組みについて発表

 Mötesplats Agenda 2030概要：
• 教育プロジェクトの一環として設置されたグローバルスウェーデン
（Glokala Sverige）が主催する、Agenda2030に関する会議

 SS 854000概要：
• 地域における気候変動等の課題を含めた持続可能な開発管理
システムについて規定

 発表内容：
• SS 854000の概要及び今後の取組みについて説明

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/moten-

viktig-

plattform-

for-utbyte-

av-

erfarenhet

er-kring-

agenda-

2030/

欧州 5-E10 包装に関す
る必須要件
の改訂

10月25日欧州委員会（EC）は、包装のリサイクルに関する必須要件の改訂を
検討中

 ECOSの関与：
• ECOSは、Rethink Plasticアライアンスの加盟NGO等と共に、
改訂プロセスに関与

• ECOSは、現在の議論ではリサイクルに焦点が当てられており、
リユースについても考慮すべきであることを主張

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/revis

ion-of-the-

essential-

requireme

nts-for-

packaging/
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欧州 5-E11 生分解性
プラスチック
–失敗した
プラスチック
防止政策の
便利な
解決策？

10月26日ECOSは、生分解性プラスチックに関するファクトシート"Spotlight on 

biodegradable plastics"を発行
 背景：

• 欧州委員会（EC）は、堆肥化可能な生分解性プラスチックに関する
フレームワークの発行を検討
• 利害関係者向けに、ワークショップを開催し、すべきこと及び
すべきでないことついて協議中

 ファクトシート概要：
• 問題を簡素化し提示した上で、プラスチック生産の防止及び再利用
促進の必要性を強調

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/biod

egradable-

plastics-a-

convenient

-solution-

for-failed-

plastic-

prevention

-policies/

https://eco

standard o

rg/news e

vents/2491

/

英国 5-E12 ランドマーク
環境法案は
前進

10月29日法案Environment Billが、英国下院の第二読会を通過（10月28日）
 法案概要：

• 法的拘束力のある環境改善目標を規定
• 環境基準に関する独立した監視機関として、Office for 

Environmental Protectionを新設
• 使い捨てプラスチック製品への料金を導入

 討議内容：
• Office for Environmental Protectionの独立性、資金調達方法、
仕組みの運用方法について討議

• 大気、水、プラスチックに関する問題についても議論

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/land

mark-

environme

nt-bill-

moves-

forwards
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ドイツ 5-E13 プラスチック
のリサイク
ル

10月29日DINは、ISO/WD TR 23891 Plastics - Recycling — Necessity of 

standardsの策定に関心のある専門家を募集
 背景：

• DINは、ISO/TC 61/SC 14 Environmental aspectsの事務局を担当
• 当技術委員会において、プラスチックリサイクルの重要性の高まり
を受け、ISO/TC 61/SC 14/WG 5  Mechanical and chemical 

recyclingを新設（2018年）
• 当WGはスウェーデンが主導し、ISO/WD TR 23891 Plastics -

Recycling — Necessity of standardsを策定中
 今後の予定：

• DINは、「プラスチックリサイクル2.0-クロージング標準化」シンポジ
ウムを開催予定（12月4日＠ベルリン、ドイツ）
• テーマ別フォーラムにおいて、ISO/TR 23891策定状況及び関連
標準化作業状況について発表予定

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/rec

ycling-von-

kunststoffe

n-687928

欧州 5-E14 エコデザイ
ン製品の
水平修理
基準が
CENELEC
の承認を
獲得

10月31日エコデザイン製品の修理、再利用、およびアップグレードに関する規格草
案「FprEN 45554 General methods for the assessment of the 

ability to repair, reuse and upgrade energy-related products」が
承認

 FprEN 45554概要：
• 欧州標準化マンデートM / 543に基づき、開発
• エコデザイン製品の修理、再利用、およびアップグレードに関する
評価基準を規定

 投票結果：
• 1機関を除く、14の国家標準化機関が賛成票を投票

 今後の予定：
• スペアパーツの入手可能性や修理情報の提供等、製品の修理可能
性を考慮するための要素について討議予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/horiz

ontal-

repair-

standard-

for-

ecodesign-

products-

wins-

cenelec-

approval/
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欧州 5-E15 スライドと
記録-標準
化と環境に
関する
ウェビナー

10月2日 ECOSは、環境保護に関する標準化についてウェビナーを公開
 ウェビナー概要

• 環境保護に関する標準化について、以下トピックを説明
• 規格の概要
• 規格開発の手順と課題
• 規格システムの機能
• 規格開発における環境NGOの関与

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/slide

s-

recording-

webinar-

standardis

ation-

environme

nt/

5-E16 ECOSと
パートナー
は欧州で
Right to 

Repair
キャンペー
ンを開始

10月7日 ECOSは、家電製品のエコデザインに関するRight to Repair
キャンペーンを開始（9月21日～）

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、家電製品のエコデザインに関して、新規則を
適用（10月1日）
• 2021年の時点で、EU市場における対象家電製品は、長寿命化の
ための修理要件を満たす必要があることを規定

 キャンペーン概要：
• ECOSは、EEB、iFixit、Runder Tisch Reparatur及びRestart 

Projectと協力
• 製品の長寿命化による生産と消費のパターンの変化を強調、更なる
修理の促進のための政策措置を要請

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-and-

partners-

join-

forces-to-

launch-a-

right-to-

repair-

campaign-

in-europe/
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欧州 5-E17 実践的な
ヒントと共同
ディスカッ
ション：
ECOSト
レーニング
セッションの
要約

10月23日ECOSは、メンバー及び専門家向けに標準化と環境に関するトレーニング
を開催

 トレーニング概要：
• EC（欧州委員会）、CEN/CENELEC等の関係者が出席し、環境分野
における規制、標準化、環境NGOが果たす役割等を議論

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/hand

s-on-

insights-

interactive-

sessions-

a-recap-of-

ecos-

training-

session/

5-E18 循環経済に
焦点

10月31日CEN/CENELECは、ワークショップ「材料-循環経済のバリューチェーン：
金属、木材、プラスチック、コンクリート」を開催（10月29日 @ブリュッセル、
ベルギー）

 討議内容：
• 循環経済における課題とニーズについて議論
• 金属、木材、プラスチック、コンクリートのバリューチェーンにおいて、
用語の定義や一般的な枠組みの未整備を指摘

• 循環経済に関する用語や循環性の計測方法等の標準化の必要性を
議論

 参加者：
• 政界、学界、企業、NGO等の関係者200人以上が参加

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/circ

ular-

economy-

im-fokus-

688206
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米国 5-U1 公式：プロ
フェッショナ
ルサービス
向けの最初
のサステナ
ビリティ規格

10月21日GreenBizは専門サービス部門向けの最初の持続可能性に関する
規格が公開されたと発表(10月初旬)
 ANSIの標準開発プロセスを使用し、ステークホルダ及びNSFインターナショナル
によって、「NSF / ANSI 391.1：プロフェッショナルサービスの一般的な持続可能
性評価基準（NSF 391.1）」を策定

 スコープ：
• 調達プロセス、二酸化炭素排出量、ガバナンス、及び従業員
トレーニング

• 米国エネルギー省、環境保護庁、世界資源研究所等の団体が定めた
法的要件と基準に基づく

 規格の活用方法：
• プロフェッショナルサービス企業は、業界全体に特有の懸念に対処
すると同時に、より責任あるビジネスパートナーとして競合他社との
差別化が可能

GreenBiz https://ww

w.greenbiz

.com/articl

e/its-

official-

first-

sustainabil

ity-

standard-

profession

al-services

5-U2 UL 

Sustainabili

ty Forumは
報告と測定
に重点

10月7日 ULは2019 UL Environment and Sustainability Forumを開催
(9月中旬@英国 ケンブリッジ)
 環境とサステナビリティの専門家と実務家が100人以上参加し、21世紀の環境と
サステナビリティへの取り組みのダイナミックな展望を取り纏め・議論

 討議内容(抜粋)：
• SDG 17(パートナーシップで目標を達成しよう)の目標支援のために
サプライチェーン全体でパートナーと協力可能な施策の検討

• 天然資源の使用
• 持続可能性 等

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

forum-

places-

emphasis-

ehs-

reporting-

and-

measurem

ent
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中国 5-C1 エクスプレ
スグリーン
パッケージ
の標準化に
関する共同
作業グルー
プの初会議

10月18日エクスプレスグリーンパッケージの標準化に関する共同作業グループ
（JWG）の初会議を開催（10月16日）

 会議概要：
• 速達便のグリーンパッケージの標準化促進のための5つのキー
ポイントを紹介
• 全てのシステムが対象であること
• 規格開発が迅速であること
• 規格の内容に新規性があること
• 規格の効果が厳格であること
• 規格の実装に現実性があること

• 「速達のためのグリーン作業標準化作業計画」を承認し、様々な
ステークホルダーと共同でグリーン革命を目指すことを強調

 参加者：
• 商務部、生態環境部、住宅都市農村建設部等、関係者29人が参加

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201910/t2

0191018

343810.ht

m

5-C2 「炭素排出
基準の段階
的作業計画
に関する研
究」のキック
オフミーティ
ングが北京
で開催

10月21日CNISは、「炭素排出基準の段階的作業計画に関する研究」プロジェクトの
キックオフミーティングを開催（10月17日 @北京、中国）

 プロジェクト概要：
• 中国環境生態部の「2019年国家気候変動特別プロジェクト」の下位
プロジェクトとして開始

• 中国の炭素市場の円滑な運営のために、資金提供を行うことで、
環境保護に関する取組みを発展させることを企図

 キックオフミーティング概要：
• 研究の背景、研究内容、研究計画及び期待される成果について発表

• また、中国の炭素関連政策に関する分析及び標準システムの
改善への取組みも検討

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191021

45698.ht

ml
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中国 5-C3 電気電子
産業のため
のグリーン
製造標準化
フォーラムを
開催

10月23日電気電子産業におけるグリーンマニュファクチャリング標準化フォーラム
を開催（10月16日＠成都、中国）

 会議概要：
• 電気及び電子製品における有害物質の使用制限に関する管理措置
の関連要件を実施し、グリーンマニュファクチャリングシステムの構築
を目的とし開催

• 主に中国西部のエレクトロニクス企業関係者80名が参加
• 電気及び電子製品の有害物質の適合性評価の実施準備、グリーン
デザイン製品の構築等を議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5693

.html

5-C4 雲南省は、
世界標準の
日のテーマ
活動を開催、
認識された
標準規格に
国民の注意
を向ける

10月16日中国雲南省は、世界標準の日において、環境基準に関するイベントを
開催（10月14日＠雲南省）

背景：
• 2019年10月14日が第50回「世界標準の日」であることに因み開催

イベント概要：
• 「標準化+エコ環境」公共福祉マイクロビデオ創造コンテストの受賞
作品を展示

• 市民の環境基準に関する理解を促進

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/df/20

1910/t201

91016 30

7399 html

1832

【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(2/2)
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http://www.cesi.cn/201910/5693.html
http://www.samr.gov.cn/xw/df/201910/t20191016_307399.html
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インド
ネシア

5-A1 インドネシア
のISO/TC 

323 

Circular 

Economyの
メンバー
参加を奨励

10月4日 オランダのLearn2improveは、インドネシアがISO/TC 323 Circular 

Economyのメンバーとして参加することを奨励
 推奨内容：

• ISO/TC 323においてOメンバーとして参加後、Pメンバーへの変更を
推奨
• インドネシアは急激な経済成長を遂げた国として、世界の循環経
済に関する議論への関与が重要

 BSNによる資源循環分野における直近の動き：
• BSNは、循環経済に関するフォーラムを開催（10月3日）

• フォーラムにおいては、政府、企業、標準関連機関の代表者が
参加

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10538/re

komendasi

-bagi-

indonesia-

untuk-

menjadi-

anggota-

isotc-323-

circular-

economy

ASE

AN

5-A2 AICHRは、
効果的な
環境影響
評価のため
の権利ベー
スのフレー
ムワークに
ついて議論

10月8日 ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 
（AICHR）は、ASEAN加盟国における環境影響評価（EIA）に関する会議
を開催（10月2～3日@ヤンゴン、ミャンマー）

 主催：
• 国連環境計画（UNEP）、AICHRミャンマー、AICHRタイ、ミャンマー
天然資源環境保全省が主催

 目的：
• ASEAN地域における効果的かつ国境を越えたEIAへの権利ベース
アプローチ組込みに向けた、具体的なステップの検討

 討議概要：
• ASEAN加盟国のEIA手続きの共通性を含めた、既存の法的枠組み
について議論

ASEAN https://ase

an.org/aic

hr-discuss-

rights-

based-

framework

-effective-

environme

ntal-

impact-

assessme

nt/
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資源循環テーマ別情報詳細
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ベト
ナム

5-A3 TCVN 

Plasticsに
関するコメン
トを募集

10月23日VSQI （Vietnam Standards and Quality Institute）は、プラスチックに
係る規格案「09 draft TCVN on Plastics」に関するコメントを募集

 09 draft TCVN on Plastics概要：
• TCVN/TC61 Plasticsによる策定される規格

 今後の予定：
• ドラフトに関心のある個人又は組織は、VSQI宛てにコメントを要提出
（～11月15日）

Vietnam 

Standards and 

Quality 

Institute
（VSQI）

*1

http://www.

vsqi.gov.v

n/lay-y-

kien-gop-

y-du-thao-

tcvn-ve-

chat-deo-

a243

インド
ネシア

5-A4 BSNと産業
省には相乗
効果があり、
環境的に
安全なSNI 

Plastic開発
に一貫性を
担保

10月11日BSNはインドネシア産業省と共同で、プラスチック分野のSNI規格に
関するイベントを開催（10月11日@スマラン、インドネシア）

 背景：
• BSNは、スマランの全国品質月間においてスマートコミュニティと持続
可能な開発のための標準化と適合性評価をテーマにイベントを開催
（10月10～14日）

 イベント概要：
• BSNは、プラスチックに関する複数のSNI規格を紹介

• SNI 19-4377-1996

• SNI 7323：2008

• SNI 7322：2008

• SNI 8424：2017

• また、当イベントにおいて規格開発におけるインドネシア産業省との
連携を紹介
• 産業省は、包装業界向けリサイクル材料使用の適正製造基準
（GMP）の設定や政策（規制、研究、ガイドライン、製品基準、
グリーン産業基準）の策定を推進

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10565/bs

n-dan-

kemenperi

n-

bersinergi-

dan-

konsisten-

dalam-

pengemba

ngan-sni-

plastik-

yang-

aman-

lingkungan
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(2/2)
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*1 10月31日取得時の情報に基づく
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https://bsn.go.id/main/berita/detail/10565/bsn-dan-kemenperin-bersinergi-dan-konsisten-dalam-pengembangan-sni-plastik-yang-aman-lingkungan
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国際 5-O1 環境に配慮
した設計、
一歩一歩

10月2日 IECは、IEC62430の規格策定等、循環経済における標準化活動に
ついて紹介
 IEC 62430:2009 Environmentally conscious design for electrical and 

electronic productsを策定していることを紹介
 さらに、ISO TC 207(Environmental management)と共同で、循環資源に関する
新規規格をまもなく発表予定であることを紹介

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/envir

onmentally

-

conscious-

design-

step-by-

step/

5-O2 ITUが
グローバル
な電子廃棄
物の課題に
どのように
対応してい
るか

10月14日 ITUが電子廃棄物の課題への対応として実施している取り組みについて
紹介

 他機関との協力した取り組み(抜粋)：
• WEEEフォーラムと提携して「国際電子廃棄物の日」を策定し、電子
廃棄物のリサイクルと適切な廃棄の重要性を訴求

• 地球環境ファシリティ(GEF)とのプロジェクトを開始し、ラテンアメリカの
電子廃棄物の環境的に健全な管理を目的として、国家及び地域協力
を強化

• 政策立案者、都市計画者、規制当局、標準化の専門家等が集まり、
ICTの役割について議論するグローバルプラットフォームGreen 

Standards Week(GSW)を設立
規格開発に向けた取り組み(抜粋)：

• 電源アダプターに関する環境に優しい規格や、ラップトップ充電器の
寿命を延ばし廃棄を減らすエコ設計の原則を通じ、電子廃棄物の量を
削減するのに役立つグリーンICT規格を開発

• ITUの標準化局であるITU-T研究グループ5(SG5)は、循環経済への
移行を支援するITU-T勧告を開発

ITU NEWS https://new

s.itu.int/ho

w-itu-is-

meeting-

the-global-

ewaste-

challenge/
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資源循環分野関連記事詳細（16/20）

資源循環テーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/10/environmentally-conscious-design-step-by-step/
https://news.itu.int/how-itu-is-meeting-the-global-ewaste-challenge/
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国際 5-O3 エコマーク
（日本）と中
国環境ラベ
ル（中国）と
の相互認証
協定を活用
した初の
商品が誕生

10月28日日本環境協会エコマーク事務局は、エコマークと中国環境ラベルとの
相互認証協定を活用し、中国環境ラベルを取得した初の商品が誕生した
と発表

 背景：
• 2007年の相互認証の基本協定の締結以降、10年以上に亘り実務担
当者間で協議を重ねた結果、相互認証の運用開始が実現

 認証発表された商品：
• 理想科学工業（株）のデジタル印刷機「RISOGRAPH（リソグラフ）MF
シリーズ」の「MF935（日本向けモデル名）/ MF9350C（中国向けモデ
ル名）」（エコマーク認定番号：17 133 003 エコマーク商品類型
No.133「デジタル印刷機Version1」にて認定）

時事ドットコム https://ww

w.jiji.com/j

c/article?k

=0000000

06.000040

964&g=prt
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国際 5-O4 ITU Green 

Standards 

Weekは
Call to 

Actionを
採用し、
スマートで
持続可能な
都市への
移行を加速

10月2日 ITU NEWSは、第9版ITU Green Standards Weekが開催されたと紹介
(10月1日～4日@スペインバレンシア)
 ITU Green Standards Weekにおいて、利害関係者に対しスマート且つ持続可能
な都市への移行促進を促すことを目的とし10の行動を提示する「Call to Action」
を採択

 Call to Action内容：
1. スマート且つ持続可能な都市がSDGsを配慮
2. 都市は、環境を保護し、気候変動と戦うためのフロンティアテクノロ
ジーの適用を先導する必要有

3. スマート且つ持続可能な都市開発のためのガイダンスとして国際基準
を使用

4. 電子廃棄物を削減するために循環経済原則を採用
5. スマートテクノロジーを統合するスマートシティプラットフォームを実装
6. 最先端テクノロジーの環境パフォーマンスに対する積極的な姿勢
7. エンドユーザーのニーズを満たすために、市民、研究者、及びその他
の関連する利害関係者による標準と技術開発への関与

8. すべての人々がスマートな持続可能な都市の開発に参加可能とする
デジタル権利の原則を採用

9. 循環アプローチによる都市変革の加速
10.2030アジェンダは、パートナーシップを強化、協力を促進し専門知識
を動員することで初めて達成可能

ITU NEWS https://new

s.itu.int/itu-

green-

standards-

week-

adopts-

call-to-

action-

smart-

sustainabl

e-cities/
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循環

国際 5-O5 IECが上海
で循環経済
に関する
ワークショッ
プを開催

10月17日 IEC Blogにて循環経済における標準化の役割について説明し、環境
側面に関する諮問委員会（ACEA）がIEC総会に合わせワークショップを
開催予定であることを紹介(10月19日@上海)

 循環経済における標準化の役割：
• 製品の耐久性やアップグレード可能性を測定する方法の提供
• 製品の修理またはリサイクルの容易さの評価
• リサイクルされた材料の品質確保

 イベント概要：
• 循環経済と物質効率に関しIEC標準化の専門家が彼らの作業へ統合
する方法について理解促進を図ることを目的とし開催

• 世界中で進行中の規制及び標準化活動と、それらの応用の実践例に
ついての最新情報を提供予定

 IECによる電子機器の環境への影響に関する内容として紹介された規格：
• IEC 62430：Environmentally conscious design for electrical and 

electronic produc

• IEC TR 62824：Guidance on material efficiency considerations in 

environmentally conscious design of electrical and electronic 

products

• IEC TR 62635：Guidelines for end-of-life information provided by 

manufacturers and recyclers and for recyclability rate calculation 

of electrical and electronic equipment

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/iec-

to-host-

workshop-

on-

circular-

economy-

in-

shanghai/
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資源循環分野関連記事詳細（19/20）
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https://blog.iec.ch/2019/10/iec-to-host-workshop-on-circular-economy-in-shanghai/
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資源
循環

国際 5-O6 ACEAは、
IEC GMで
標準化と
循環経済に
関するワー
クショップを
開催

10月21日循環経済と物質効率の取り込みについて、IEC標準化の専門家への理解
促進を目的とし、環境側面に関する諮問委員会（ACEA）はワークショップ
を開催(10月19日@上海)
 ワークショップでは世界中で進行中の規制及び標準化活動を含む、循環経済と
物質効率の概要を提供

 世界各国にて個々の規制アプローチが実施されていることを踏まえ、IECは全体
的なアプローチが必要であるとし、IECにおける標準化活動について紹介（以下、
IECによる発行済み関連規格）

• IEC 62824：Guidance on material efficiency considerations in 

environmentally conscious design of electrical and electronic 

products

• IEC 62353：Medical electrical equipment - Recurrent test and test 

after repair of medical electrical equipment

• IEC 62309：Dependability of products containing reused parts -

Requirements for functionality and tests

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/acea-

holds-

workshop-

on-

standardiz

ation-and-

circular-

economy-

at-iec-gm/

5-O7 デジタル化
およびイン
ダストリー
4.0へのIEC
の貢献

10月29日 IECは国際標準化に関する2019年青島フォーラムが青島市政府の主催
により開催されたと発表(10月27〜29日)

 討議内容：
• 標準化がデジタル化と第4次産業革命に与える重要な貢献
• IECがインダストリー4.0向けに実施している標準化と適合性評価
• 標準化と現代の海洋産業システム
• インテリジェント製造業の国際標準化セミナー
• 水資源の持続可能な利用と標準化された管理
• 国際規格による新しいディスプレイ技術の開発支援
• 標準化人材の育成とキャパシティビルディング及び中国標準2035プ
ロジェクトセミナー

 開催協力：
• IEC、ISO、ITU、国家標準化管理委員会（SAC）、山東省人民政府

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/iec-

contributio

n-to-

digitalizati

on-and-

industry-4-

0/
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エネル
ギー
マネジ
メント

欧州 6-E1 EUは無駄
で修理不能
な製品のプ
ラグを抜く

10月1日 欧州委員会（EC）は、家電製品のエコデザインに関する新規則
（Regulation）を適用開始（10月1日）

 新規則概要：
• 欧州のEcodesign Directiveの一部として、適用
• 2021年の時点で、EU市場における対象家電製品は、長寿命化の
ための修理要件を満たす必要があることを規定
• 対象製品としてテレビ、モニター、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、洗濯
乾燥機、食洗機、照明製品を規定

• デザインの改善とハロゲン化難燃剤の除去（ディスプレイの場合）
により、リサイクルを促進

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

European 

Commission

(EC)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/pres

s-release-

eu-to-pull-

plug-on-

wasteful-

unrepairab

le-

products/

https://ec e

uropa eu/c

ommission

/presscorn

er/detail/e

n/ip 19 5

895

ドイツ/

オラ
ンダ

6-E2 Altmaier
連邦経済
エネルギー
大臣とオラ
ンダWiebes
氏が署名
した
Energiewe

ndeに関す
る覚書

10月2日 ドイツとオランダは、エネルギー分野における協力強化に関する共同声明
に署名（10月2日）

 共同声明内容：
• 将来的なエネルギーの移行を踏まえ、洋上風力エネルギー、水素、供
給の安全保障等の分野において協力

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0191002-

gemeinsa

me-

absichtser

klaerung-

zur-

energiewe

nde-von-

bundeswirt

schaftsmin

ister-

altmaier-

und-

niederlaen

dischem-

amtskolleg

en-wiebes-

unterzeich

net html
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（1/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲
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欧州 6-E3

 

5つの家電
製品の新し
いエコデザ
インルール

10月 ANECは、欧州委員会（EC）の家電製品のエコデザインに関する新規則
（Regulation）についてBEUCと共にコメントを発表

 背景：
• ECは、5つの家電製品（洗濯機、食洗機、冷蔵庫、電子ディスプレイ、
照明機器）に対し、新エコデザイン規則を適用（10月1日）

 コメント概要：
• 新規則について、概ね賛成していることを発表

• 但し、スペアパーツの耐久性や修理要件について、改善の余地が
あることを指摘

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n（ANEC）

The European 

Consumer 

Organisation

(BEUC)

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers

https://ww

w.beuc.eu/

publication

s/eu-

makes-5-

household

-

appliances

-safer-and-

repairable-

does-not-

go-full-

mile/html

ドイツ 6-E4 連邦経済エ
ネルギー省
は、土地の
風力エネル
ギーを強化
するための
作業計画を
提示

10月7日 連邦経済エネルギー省（BMWi）は、風力エネルギー活用促進に向けた
作業計画"Stärkung des Ausbaus der Windenergie an Land"を
公開（10月7日）

 背景：
• BMWiは、風力エネルギーに関する会議において陸上の風力エネル
ギー強化を議論（9月5日）

 計画概要：
• 2030年の電力消費における再生可能エネルギー率の目標を65％に
設定

• 計画実施に関する政府機関の責任分担を明記

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0191007-

bmwi-legt-

arbeitsplan

-zur-

staerkung-

der-

windenergi

e-an-land-

vor html
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https://www.anec.eu/publications/newsletters
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英国 6-E5 英国は気候
変動に更に
迅速に取り
組む

10月15日英国政府は、気候変動委員会（CCC）の勧告に応じ、気候変動への
取組みをより迅速に行うための措置を発表（10月15日）

 背景：
• 英国政府は、CCCの勧告に応じ、2050年までに二酸化炭素排出量を
ネットゼロにする計画を発表（6月）

 実施措置概要：
• 企業向けエネルギー効率化対策の促進

• 2030年までに年間10億ポンドのエネルギー代の節約を志向
• 自動車、貨物、鉄道等の輸送における脱炭素化の促進
• 気候変動対策における政府のガバナンス強化
• 新たなEnvironment Billの導入

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/uk-

to-go-

further-

and-faster-

to-tackle-

climate-

change
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（3/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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英国 6-E6 政府が画期
的な環境法
案を導入

10月15日英国政府は、気候変動対策強化に向け、新たな法案「Environment 

Bill」を議会に提出（10月15日）
 背景：

• 英国政府は、CCCの勧告に応じ、2050年までに二酸化炭素排出量を
ネットゼロにする計画を発表（6月）

• 英国政府は、気候変動への取り組みを更に迅速に行うための措置を
発表（10月15日）

 新法案における規定概要：
• 政府の環境ガバナンスの強化

• Office for Environmental Protectionを新設し、政府やその他公的
機関の環境に対する義務を監視

• 資源節約と廃棄物管理の強化
• 生産者の廃棄物処理責任を拡大し、廃棄物の削減及び材料の再
利用を促進

• 大気の改善
• Clean Air Strategyに基づき、汚染物質の排出制限目標を設定

• 持続可能な水資源の活用
• 水道会社等と協力し、水の長期管理に対応

• 自然と緑地の復元と強化
• コミュニティ・地方自治省（MHCLG）と協力し、生物多様性保持に
対応

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/gov

ernment-

introduces

-ground-

breaking-

environme

nt-bill
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欧州 6-E7 鉄道供給業
界：欧州委
員会は、欧
州のグロー
バルリー
ダーシップ
を維持する
ための推奨
事項を受領

10月21日EU鉄道供給産業のEU専門家グループは、業界において欧州の
グローバルリーダーシップを維持するための推奨事項を承認

 対象：
• 鉄道業界、欧州諸国、欧州委員会、欧州標準化機関、その他欧州機
関を対象

• 以下10の政策分野を対象とした追加の措置を検討
• デジタル化、イノベーション、スキルとトレーニング、内部市場、
標準化、EU公共調達、EU支援メカニズム、中小企業の市場と
金融へのアクセス、国際調達市場へのアクセス、知的財産権

 主な推奨事項（抜粋）：
• 欧州鉄道交通管理システム（ERTMS）の開発を通じたパートナーシッ
プの構築及び変革の促進

• スキルトレーニングに関するセクター間協力の促進
• 公共調達における品質基準への準拠の促進
• 気候変動ニュートラル、高エネルギー効率及びユーザー指向の輸送
システムのイノベーションと展開をサポートするEUプログラムの強化

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

https://ec e

uropa eu/g

rowth/cont

ent/rail-

supply-

industry-

european-

commissio

n-

receives-

recommen

dations-

maintain-

europe%E

2%80%99

s-

global en

スウェ
ーデン

6-E8 社会的持続
可能性につ
いてAle市
のアジェン
ダ2030への
参入

持続可能性
の規格は
アジェンダ
2030への道
を先導

10月21日SISは、自治体等と連携し、地域における持続可能な開発管理について
定めたSS 854000 ”Ledningssystem för hållbar utveckling i 

kommuner, landsting och regioner - Vägledning”の改訂作業を
実施中であることを発表

 SS 854000概要：
• 地域における気候変動等の課題を含めた持続可能な開発管理
システムについて規定

 改訂作業概要：
• 国内技術委員会「SIS/TK 588 Hållbara städer och samhällen
（持続可能な都市とコミュニティ）」にて、改訂作業を実施

• 25以上の自治体、企業、組織等より30人以上の専門家が参加
• Ale市より2名が規格改訂作業に参加

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/social-

hallbarhet-

ar-ales-

ingang-till-

agenda-

2030/

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/standar

der-inom-

hallbarhet-

leder-

vagen-till-

agenda-

2030/

1845

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/11)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（5/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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スウェ
ーデン

6-E9 アジェンダ
2030の経験
を共有する
ための重要
な会議
プラット
フォーム

10月23日SISは Mötesplats Agenda 2030に参加し、地域における持続可能な開
発管理について定めたSS 854000 ”Ledningssystem för hållbar 

utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning”の
取組みについて発表

 Mötesplats Agenda 2030概要：
• 教育プロジェクトの一環として設置されたグローバルスウェーデン
（Glokala Sverige）が主催する、Agenda2030に関する会議

 SS 854000概要：
• 地域における気候変動等の課題を含めた持続可能な開発管理
システムについて規定

 発表内容：
• SS 854000の概要及び今後の取組みについて説明

Swedish 

Standards 

Institute （SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/moten-

viktig-

plattform-

for-utbyte-

av-

erfarenhet

er-kring-

agenda-

2030/

ドイツ 6-E10 連邦内閣は、
Building 

Energy Act 

(GEG)法案
を可決

10月23日ドイツ連邦内閣は、温室効果ガスの排出削減を企図しBuilding Energy 

Act (GEG)を採択（10月23日）
 背景：

• ドイツは、温室効果ガスの排出削減を目指すClimate Action 

Programme 2030を制定
 GEG概要：

• 新規及び既存の建物のエネルギー要件及び建物の冷暖房のための
再生可能エネルギーの使用に関する一連のルールを規定

• 建物のエネルギー効率と再生可能エネルギーからの熱の使用に関
する別個の規制を統合し、規制内容を簡素化することで、適用を促進

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0191023-

bundeskab

inett-hat-

den-

gesetzent

wurf-fuer-

das-

gebaeude

energiege

setz-

beschloss

en.html
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英国 6-E11 BSIは、
建設業界に
対し競争優
位性の獲得
のためにデ
ジタル変革
を要求

10月24日BSIは、建設業界におけるデジタル変革に係るレポート"Digital 

Transformation: How to build the future, today"を発行
 レポート概要：

• 建設業界における、 Building Information Modelling (BIM) 活用等の
デジタル変革の手順及び課題を提供

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/bsi-

calls-for-

constructio

n-

organizatio

ns-to-

digitally-

transform-

to-gain-a-

competitiv

e-

advantage

2/

6-E12 低所得世帯
に、家庭の
エネルギー
改善のため
に信頼でき
る商人を
保証

10月26
日

政府は、低所得家庭に対するエネルギー効率改善作業を行う業者に対し、
TrustMark認証の登録を呼びかけ

 背景：
• 英国は、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すこと
を発表

 TrustMark認証概要：
• 家庭のエネルギー効率改善作業を行う業者の信頼性を担保

• 業界標準への準拠及び優れた技術的能力・取引慣行・
顧客サービスの提供を保証

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/low-

income-

household

s-to-be-

guarantee

d-trusted-

tradespeo

ple-for-

home-

energy-

improvem

ents
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欧州 6-E13 EU理事会、
船舶排出規
則の改訂に
関する見解
に同意

10月27日EU理事会は、EU船舶排出規則の改訂に合意
 背景：

• 船舶排出に係るグローバルデータ収集に関しては、欧州規則
（Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of 

the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and 

verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, 

and amending Directive 2009/16/EC）等が存在
 改訂内容：

• 既存のEU船舶排出規則を更新し、船の燃料油消費に関する国際海
事機関（IMO）のグローバルデータ収集システムと部分的に整合
• MRV規制の定義、監視パラメーター、監視計画およびテンプレート
を部分的に調整し、環境基準を維持しながら海運会社と国家当局
の管理負担を軽減

 今後の予定：
• 欧州委員会に改定案のレビューを依頼し、欧州議会と交渉予定

Energy Live 

News

https://ww

w.energyli

venews.co

m/2019/10

/27/eu-

council-

agrees-

position-

on-

revision-

of-

shipping-

emission-

rules/

英国 6-E14 ランドマーク
環境法案は
前進

10月29日法案Environment Billが、英国下院の第二読会を通過（10月28日）
 法案概要：

• 法的拘束力のある環境改善目標を規定
• 環境基準に関する独立した監視機関として、Office for 

Environmental Protectionを新設
• 使い捨てプラスチック製品への料金を導入

 討議内容：
• Office for Environmental Protectionの独立性、資金調達方法、
仕組みの運用方法について討議

• 大気、水、プラスチックに関する問題についても議論

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/land

mark-

environme

nt-bill-

moves-

forwards
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欧州 6-E15 エコデザイ
ン製品の
水平修理
基準が
CENELEC
の承認を
獲得

10月31日エコデザイン製品の修理、再利用、およびアップグレードに関する規格草
案「FprEN 45554 General methods for the assessment of the 

ability to repair, reuse and upgrade energy-related products」が
承認

 FprEN 45554概要：
• 欧州標準化マンデートM / 543に基づき、開発
• エコデザイン製品の修理、再利用、およびアップグレードに関する
評価基準を規定

 投票結果：
• 1機関を除く、14の国家標準化機関が賛成票を投票

 今後の予定：
• スペアパーツの入手可能性や修理情報の提供等、製品の修理可能
性を考慮するための要素について討議予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/horiz

ontal-

repair-

standard-

for-

ecodesign-

products-

wins-

cenelec-

approval/

フラ
ンス

6-E16 調査：ISO 

50001は省
エネルギー
を保証

10月31日AFNORは、ISO50001:2018 Energy Management Systems実装に
よるエネルギー節約効果に関するレポート第3版"Étude internationale 

sur les pratiques de management de l’énergie d’organismes 

certifiés ISO 50001 - Édition 2019"を発行
 レポート概要：

• AFNORは、ISO50001取得機関の取得動機、導入時の課題及び
解決包装、エネルギー節約効果等について調査

• 2015年に第1版を発行、2017年に第2版を発行

Association 

française de 

normalization 

(AFNOR)

https://ww

w.afnor.or

g/actualite

s/etude-

certifies-

iso-50001-

font-des-

economies

-denergie/
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欧州 6-E17 Citizens’ 

Energy 

Forumでの
ANEC

10月 ANECは、エネルギー市場における消費者の役割に着目した
Citizens’ Energy Forumに参加し、標準化の重要性について言及
（＠ダブリン、アイルランド）

 イベント概要：
• 欧州委員会（EC）及びCommission for Regulation of Utilities
（CRU）が主催し、年1回開催

• 進化するエネルギー市場における消費者の役割に焦点
 討議内容：

• ANECは、明確な規制枠組みの重要性、プロジェクトとサービスを
集約する必要性、規格とラベルの役割について協調

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers

6-E18 スライドと
記録-標準
化と環境に
関する
ウェビナー

10月2日 ECOSは、環境保護に関する標準化についてウェビナーを公開
 ウェビナー概要

• 環境保護に関する標準化について、以下トピックを説明
• 規格の概要
• 規格開発の手順と課題
• 規格システムの機能
• 規格開発における環境NGOの関与

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/slide

s-

recording-

webinar-

standardis

ation-

environme

nt/
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欧州 6-E19 ECOSと
パートナー
は欧州で
Right to 

Repair
キャンペー
ンを開始

10月7日 ECOSは、家電製品のエコデザインに関するRight to Repair
キャンペーンを開始（9月21日～）

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、家電製品のエコデザインに関して、新規則を
適用（10月1日）
• 2021年の時点で、EU市場における対象家電製品は、長寿命化の
ための修理要件を満たす必要があることを規定

 キャンペーン概要：
• ECOSは、EEB、iFixit、Runder Tisch Reparatur及びRestart 

Projectと協力
• 製品の長寿命化による生産と消費のパターンの変化を強調、更なる
修理の促進のための政策措置を要請

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-and-

partners-

join-

forces-to-

launch-a-

right-to-

repair-

campaign-

in-europe/

1851

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(11/11)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（11/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://ecostandard.org/news_events/ecos-and-partners-join-forces-to-launch-a-right-to-repair-campaign-in-europe/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギー
マネジ
メント

米国 6-U1 メキシコの
エネルギー
計量システ
ムの新しい
要件

10月2日 ULがメキシコエネルギー規制委員会（CRE）がNOM-001-CRE/SCFI-

2019を策定し、今後規制化予定であると発表
 CREはレジストリ内のシステムのレポートについて、より正確なエネルギー
消費量が表示されるスマートメーターへ注目し策定

 規格名称：
• NOM-001-CRE/SCFI-2019：・Electrical Energy Measurement 

Systems-Instrument Meters and Transformers-Metrolological 

Specifications, Test Methods and Procedure for Conformity 

Assessment

 ULの支援内容：
• スマートメーターのテストと認証の提供により、企業が連邦電力委員
会(CFE)によって設定された要件を満たすことを支援

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/new-

requireme

nts-

energy-

metering-

systems-

mexico

6-U2 新規ASTM
国際規格は、
建物のエネ
ルギー性能
を評価する
ことが目的

10月11日ASTMは、商業用不動産取引において建物のエネルギー性能評価を目
的とした新規規格を発行予定
 新規格は近日中にE3224として公開予定
 環境評価、リスク管理、及び是正措置に関して討議するASTM Internationalの
委員会E50(環境評価)によって開発

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/new-astm-

internation

al-

standard-

aims-

assess-

building-

energy-

performan

ce
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米国 6-U3 パナソニック
は、新しい
技術により、
電力線を介
したブロード
バンドの
配信への
関心を喚起

10月14日 IEEEは、パナソニックのHD-PLC（高解像度電力線通信）テクノロジーに
基づき、IoTアプリケーションを対象とした規格を修正
 IEEE Standards AssociationはIoTアプリケーションを対象とするBroadband 

over Power Lines(BPL)をIEEE 1901a規格として承認(3月)

 規格名称：
• IEEE 1901a: IEEE Standard for Broadband over Power Line 

Networks: Medium Access Control and Physical Layer 

Specifications -- Amendment 1: Enhancement for Internet of 

Things Applications

 IEEE 1901a概要：
• HD-PLCは、2010年に承認されたBPLのIEEE 1901(IEEE Standard 

for Broadband over Power Line Networks: Medium Access 

Control and Physical Layer Specifications)と下位互換性を保持
• IEEE 1901にも組み込まれているパナソニックのウェーブレット直交
周波数分割多重化（OFDM）技術に基づき新規機能を実装

IEEE 

Spectrum

https://spe

ctrum.ieee.

org/tech-

talk/teleco

m/standar

ds/could-

nextgener

ation-

broadband

-over-

power-

lines-

revive-

interest-in-

the-

technology
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米国 6-U4 公式：プロ
フェッショナ
ルサービス
向けの最初
のサステナ
ビリティ規格

10月21日GreenBizは専門サービス部門向けの最初の持続可能性に関する
規格が公開されたと発表(10月初旬)
 ANSIの標準開発プロセスを使用し、ステークホルダ及びNSFインターナショナル
によって、「NSF / ANSI 391.1：プロフェッショナルサービスの一般的な持続可能
性評価基準（NSF 391.1）」を策定

 スコープ：
• 調達プロセス、二酸化炭素排出量、ガバナンス、及び従業員
トレーニング

• 米国エネルギー省、環境保護庁、世界資源研究所等の団体が定めた
法的要件と基準に基づく

 規格の活用方法：
• プロフェッショナルサービス企業は、業界全体に特有の懸念に対処
すると同時に、より責任あるビジネスパートナーとして競合他社との
差別化が可能

GreenBiz https://ww

w.greenbiz

.com/articl

e/its-

official-

first-

sustainabil

ity-

standard-

profession

al-services

6-U5 ULとCBRE
が中国で健
全な建物を
共同で推進
するための
戦略的協力
を達成

10月24日ULは第3回グリーンビルド国際会議にてCBリチャードエリス（CBRE）と
戦略的協力協定に署名したと発表(10月23日@上海)
 中国の健全な建物の開発を共同で推進し、中国で新しいグリーン且つ健康的で
持続可能な建築産業の創出支援に同意

 協定締結目的：
• 中国の健全な建物の開発を共同で促進し、新しいグリーン且つ
健康的で持続可能な建築産業の創設の支援

• 中国におけるFitwel Healthy Building認証システム（人、建物、
コミュニティの健康と持続可能性の向上場を目指す健康的な建物
認証システム）の包括的な開発を促進

 CBRE概要：
• グローバルな商業用不動産サービスプロバイダー

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

and-cbre-

reach-

strategic-

cooperatio

n-jointly-

promote-

healthy-

buildings-

china
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米国 6-U6 USMCAの
下で調和
されるエネ
ルギー効率
規制

10月25日NEMAは米国-メキシコ-カナダ協定（USMCA）の一環として、各国政府機
関が規制基準の製品の省エネ基準と試験手順の調和を図っていることに
ついて紹介

 背景：
• 2018年11月30日に署名されたUSMCAは、北米自由貿易協定
（NAFTA）に基づき構築、近代化され、NAFTAを置換する予定であり、
エネルギー効率の向上と市場アクセスの促進を目的として包含

 調和に向けた実施内容(抜粋)：
• 3か国が既に省エネ規制を実施している製品については、製品の試験
手順を調和予定

• 同様に、エネルギー性能基準についても調和予定
• 「クリーンテクノロジー」への貿易と投資を促進

 参考：NEMA Mexicoの活動
• NEMA Mexicoは、米国及びNEMAの仕様との調和を促進を目的と
して、電気モーターや照明製品を含むいくつかのCONUEE技術作業
グループで開発中の強制的なエネルギー効率規制の開発に参加

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https://blog

.nema org/

2019/10/2

5/energy-

efficiency-

regulations

-to-be-

harmonize

d-under-

usmca/

6-U7 ASHRAEが
エネルギー
基準90.1を
更新

10月31日ASHRAE（アメリカ暖房冷凍空調学会）は、エネルギー基準に関し
拡張された改訂版を発表

 規格名称：
• ANSI / ASHRAE / IES規格90.1-2019(Energy Standard for 

Buildings Except Low-Rise Residential Buildings)

• 2016年版から100超以上の変更を追加。変更点の多くは省エネ
対策関連事項

 ASHRAE概要：
• American Society Of Heating, Refrigerating And A-C Engineers 

Fdn(アメリカ暖房冷凍空調学会)

facilitiescnet https://ww

w.facilities

net com/en

ergyefficie

ncy/alerts/

ASHRAE-

Updates-

Energy-

Standard-

901--

44996
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米国 6-U8 UL 

Sustainabili

ty Forumは
報告と測定
に重点

10月7日 ULは2019 UL Environment and Sustainability Forumを開催
(9月中旬@英国 ケンブリッジ)
 環境とサステナビリティの専門家と実務家が100人以上参加し、21世紀の環境と
サステナビリティへの取り組みのダイナミックな展望を取り纏め・議論

 討議内容(抜粋)：
• SDG 17(パートナーシップで目標を達成しよう)の目標支援のために
サプライチェーン全体でパートナーと協力可能な施策の検討

• 天然資源の使用
• 持続可能性 等

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

forum-

places-

emphasis-

ehs-

reporting-

and-

measurem

ent

6-U9 IIoTは、
ほぼすべて
の産業用ア
プリケーショ
ンのネット
ワークエッ
ジに接近

10月24日 ISA Process Control and Safety（PCS）会議において、ISAの
コミュニケーション部は、IIoTに焦点を当てるパネルを招集したと発表

 パネル内容（抜粋）：
• National Telecommunications and Information Administration
（米国商務省の一部）のIoTワークショップ：
• 一般的なスレッドを中心にIoTとIIoTがどのように収束するように
設定可能か議論

• 米国商務省（DOC）IoTワークショップ：
• 参加者がIoT標準の設定において政府が実行可能な役割に
ついて議論

• 連邦政府、特に米国エネルギー省（DOE）とDOCの支援により、
サイバー安全で堅牢なIoTのガイドラインを作成可能であると言及

The 

International 

Society of 

Automation
（ISA）

https://auto

mation.isa.

org/iiot-

network-

edge-

industrial-

application

s-

cybersecur

ity/
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中国 6-C1 「IoTエッジ
コンピュー
ティング
パート1：
一般要件」
標準化キッ
クオフミー
ティングを
開催

10月8日 「IoTエッジコンピューティング パート1：一般要件」（国家規格計画番号：
20192140-T-469）標準化開発キックオフミーティングを開催
（10月15日＠北京）

 会議概要：
• 標準開発の背景紹介、エッジコンピューティング技術の概要説明、標
準の範囲と概要説明、作業分担等について討議

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5633

.html

6-C2 国家標準化
管理局は、
重庆、中国
光谷、长株
潭、成都、
智能电网の
5つの国家
技術標準イ
ノベーション
基地の設立
を認可

10月11日国家標準化管理局は、重庆（重慶）、中国光谷（オプティカルバレー）、

长株潭（長沙・珠州）、成都、智能电网（スマートグリッド）における5つの
国家技術標準イノベーション基地の設立を認可
 各基地は、建設作業を完了、受け入れ検査に合格し、9月26日に正式に認可

 参考：背景：
※2015 年12 月に発表された「国家標準化体系構築発展計画（2016-

2020年）」で国家計画の一環としてイノベーション基地の整備作業に言及
しており、「第13 次五カ年計画」の期間中に約 50 の標準規格イノベーショ
ン基地を整備する計画が打ち出されている（JETRO資料に基づく）

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/bzcxs/tz

gg/201910

/t2019101

1 307272.

html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/8)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（17/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201910/5633.html
http://www.samr.gov.cn/bzcxs/tzgg/201910/t20191011_307272.html
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中国 6-C3 国家主要研
究開発計画
「新たなス
マートシティ
技術標準シ
ステムおよ
び標準サー
ビスプラット
フォーム」プ
ロジェクトの
キックオフ
ミーティング
が北京で
開催

10月15日 「新たなスマートシティ技術標準システムおよび標準サービスプラット
フォーム」プロジェクトのキックオフミーティングが開催され、プロジェクトの
実施へ向けて参加者が意見交換を実施（10月13日＠北京）

 プロジェクトの目的：
• スマートシティの分類及び評価、都市運営インデックス、グリーン
コミュニティ評価インデックス、テクノロジーアプリケーションガイド、
共通サポートプラットフォーム等の開発

• インテリジェントデシジョンメイキング及びサービス、スマートパーキン
グ等の国家規格の開発

• 都市オペレーティングシステムやトークンなどの国際標準化のリード
 参加者：

• 中国情報通信研究院、中国科学院、清華大学等22組織から37人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5666

.html

6-C4 CISPR 32
国家標準
ワーキング
グループ
会議が開催

10月17日CESI（中国電子技術標準化研究院）は、CISPR 32国家標準ワーキング
グループ会議を開催（10月10～11日 @広州）

 会議概要：
• CISPR 32国家標準プロジェクトの計画要件と草案作成プロセスを
紹介

 参加者：
• 企業、研究機関、検査機関等より、26名のメンバーが出席

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5669

.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/8)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（18/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201910/5666.html
http://www.cesi.cn/201910/5669.html
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中国 6-C5 「水素エネ
ルギー自動
車燃料液体
水素」など
の3つの国
家規格に
関するシン
ポジウムが
北京で開催

10月21日CNISは、「水素エネルギー自動車燃料液体水素」「油圧水素製造シス
テム技術仕様」「液体水素貯蔵及び輸送安全技術要件」の3つの規格
草案に関するシンポジウムを開催（10月16日@北京、中国）

 シンポジウム概要：
• 30人以上の専門家が参加し、3つの規格草案について協議

• 水素エネルギー自動車燃料液体水素
• 油圧水素製造システム技術仕様
• 液体水素貯蔵及び輸送安全技術要件

 今後の予定：
• 専門家からの助言を基に、規格草案を改訂し、再度レビューを実施
予定

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191021

45699.ht

ml

6-C6 「炭素排出
基準の段階
的作業計画
に関する研
究」のキック
オフミーティ
ングが北京
で開催

10月21日CNISは、「炭素排出基準の段階的作業計画に関する研究」プロジェクトの
キックオフミーティングを開催（10月17日 @北京、中国）

 プロジェクト概要：
• 中国環境生態部の「2019年国家気候変動特別プロジェクト」の下位
プロジェクトとして開始

• 中国の炭素市場の円滑な運営のために、資金提供を行うことで、
環境保護に関する取組みを発展させることを企図

 キックオフミーティング概要：
• 研究の背景、研究内容、研究計画及び期待される成果について発表

• また、中国の炭素関連政策に関する分析及び標準システムの
改善への取組みも検討

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191021

45698.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/8)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（19/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201910/t20191021_45699.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201910/t20191021_45698.html
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中国 6-C7 国際電気標
準会議
（IEC）国際
規格の初の
中国語版が
発行

10月22日 IECは、オフグリッドソーラー製品に係るIEC TS 62257-9-5:2018 

Recommendations for renewable energy and hybrid systems for 

rural electrification - Part 9-5: Integrated systems - Laboratory 

evaluation of stand-alone renewable energy products for rural 

electrificationの中国語版を発行
 IEC TS 62257-9-5:2018概要：

• 世界銀行が提案し、IECによって公開された国際規格
• オフグリッドソーラー製品の品質を改善し、10億件の電力不足の
問題解決を志向

 中国語版発行目的：
• 中国におけるIEC国際規格のより広範な使用の促進

 今後の予定：
• 中国はIECとの協力を強化し、国際貿易と産業開発を含む多くの分野
においてIEC国際規格の中国語版発行を予定

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201910/t2

0191023

343818.ht

m

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1910/t201

91022 30

7553 html

6-C8 研究所が
参加した
ロボット安全
の国家規格
が正式に
発行

10月31日国家規格GB/T 38244-2019「ロボット安全性の一般原則」が正式に発行
（10月18日）

 GB/T 38244-2019概要：
• 469-jqr 国家机器人标准化总体组（国家ロボット標準化グループ）
及び中国電子技術標準化研究院が策定に関与

• ロボットの安全性に関連する基本原則、設計原則、リスク評価、リスク
削減を規定、機械的安全性、電気的安全性、制御システムの安全性、
情報セキュリティに関するガイダンスを提供

 今後の予定：
• 規格の正式な実装を開始（2020年5月～）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5724

.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/8)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（20/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201910/t20191023_343818.htm
http://www.cesi.cn/201910/5724.html
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中国 6-C9 National 

Technical 

Standards 

Innovation 

Base 

(Smart 

Grid)は、
標準化研究
プロジェクト
及びパイ
ロット実証
プロジェクト
を公募

10月31日National Technical Standards Innovation Base（Smart Grid）は、
標準化研究プロジェクト及びパイロット実証プロジェクトの公募を開始
（10月23日）

 募集プロジェクト及び分野：
• 標準化研究プロジェクト

• スマートグリッド、IoT、エネルギーインターネットの構築と運用、ハ
イエンドインテリジェント機器の研究開発と生産

• パイロット実証プロジェクト
• スマートグリッド分野における質の高いインフラストラクチャの構築
• 科学技術の成果転換の促進
• 「一帯一路」電力標準
• その他主要分野に関する国際化

 今後の予定：
• 公募を受け付け、プロジェクトを決定（11月15日締切）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/gzfw/zqyj/

201910/t2

0191031

343860.ht

m
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/8)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（21/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201910/t20191031_343860.htm
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中国 6-C10 China 

Photovoltai

c Industry 

Association
の2つの
グループに
ついて標準
技術事前
試験会議を
開催

10月31日中国電子技術標準化研究院は、China Photovoltaic Industry 

Association（CPIA）の2つのグループ規格について、トライアルレビュー
会議を開催（10月23日）

 対象規格：
• 「グリーンデザイン製品評価技術仕様太陽光発電ウエハ」
（計画番号20180014-CPIA）
• 太陽光発電用の結晶シリコンウエハーに適した太陽光発電
ウエハーのグリーンデザイン製品評価要件、評価方法、及び製品
ライフサイクル評価レポートの準備方法を規定

• 「太陽光発電ウエハ製造グリーン工場評価要件」
（計画番号20180015-CPIA）
• 太陽光発電ウエハ製造業のグリーン工場の評価に関する原則、
方法、インデックスシステム、要件、手順等を規定

 会議概要：
• 規格開発チームが、2つの規格の開発背景、開発プロセス等について
説明

• 専門家は、各々の規格の詳細な技術内容についてレビューを実施し、
修正案を提案

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5719

.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/8)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（22/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5719.html
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中国 6-C11

(

ルームエア
コンなどの
製品エネル
ギー効率規
格識別の実
装に関する
セミナーが
北京で開催

10月16日CNISエネルギー効率ラベリング管理センターは、China Refrigeration 

and Air-Conditioning Industry Associationと共同で、空調製品の
エネルギー効率規格ラベル表示の実施に関するセミナーを開催
（10月11日@北京、中国）

 背景：
• CNISエネルギー効率ラベリング管理センターは、ユニットエアコン
及びルームエアコンのエネルギー効率ラベリングの実施規則を改訂

 セミナー概要：
• 第13次5か年計画における省エネルギー関連の取り組みを発表
• GB 21454 The Minimum Allowable Values Of The IPLV And 

Energy Efficiency Grades For Multi-Connected Air-Condition 

(Heat Pump) Unitの改訂について議論
 参加者：

• 中国国内外の企業関係者及び協会関係者60名が参加

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191016

45694.ht

ml

6-C12

(

ルームエア
コン製品
規格と技術
開発動向
セミナー

10月16日中国家用电器研究院（CHEARI）は、住宅エアコン製品規格と技術開発動
向セミナーを開催（10月15日）

 主催：
• 中国家用电器研究院（CHEARI）

 セミナー会議概要：
• GB/T 7725 Room air conditioners規格の改訂プロセス及び技術的
な問題を議論

 参加者：
• 国内空調メーカー、試験期間、学術機関等の専門家が参加

家電及び軽工
業標準技術
産業研究院
（SAC/TC46）

http://www.

cheari ac c

n/index ph

p/Show/cid

/14/aid/74

3
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（23/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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http://www.cheari.ac.cn/index.php/Show/cid/14/aid/743
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中国 6-C13

(

雲南省は、
世界標準の
日のテーマ
活動を開催、
認識された
標準規格に
国民の注意
を向ける

10月16日中国雲南省は、世界標準の日において、環境基準に関するイベントを
開催（10月14日＠雲南省）

背景：
• 2019年10月14日が第50回「世界標準の日」であることに因み開催

イベント概要：
• 「標準化+エコ環境」公共福祉マイクロビデオ創造コンテストの受賞
作品を展示

• 市民の環境基準に関する理解を促進

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/df/20

1910/t201

91016 30

7399 html
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再掲
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シンガ
ポール

6-A1 IoTセキュリ
ティに
関するランド
スケープ
リサーチ

10月2日 CSA（シンガポール政府/サイバーセキュリティ庁）は、Dutch National 

Cyber Security Centre (NCSC)と共同で、レポート"The Internet of 

Things (IoT) Security Landscape Study"を発行
 背景：

• NCSCとのMoU締結に基づき、CSAが調査を受託
• オランダMinistry of Economic Affairs and Climate Policy (MEAC)
が支援

 レポート内容：
• IoTセキュリティに関する11の課題について、現在の技術及び政策の
分析及び推奨事項を記載

• IoT製品及びサービスに関するイノベーションと標準化を促進し、より
安全なサイバー空間の構築を目的

Cyber Security 

Agency of 

Singapore 

(CSA)

https://ww

w.csa.gov.

sg/news/p

ublications

/iot-

security-

landscape

インド
ネシア

6-A2 より良い質、
より良い
生活-

Sidang 

Tahunan 

IEC 2019

10月23日BSNは、第83回国際電気標準会議（IEC）総会に参加
（10月15～25日＠上海、中国）

 会議概要：
• 中国の習近平国家主席も出席し、中国の電気自動車及び再生可能
エネルギー活用の開発に伴う、国際標準化に関する取組みを紹介

• BSNは、インドネシアとして電気工学分野における標準化と適合性評
価活動強化の必要があることに言及

 参加者：
• 100か国から3500人以上の参加者が参加

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10604/be

tter-

quality-

better-life-

sidang-

tahunan-

iec-2019
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再掲

再掲

https://www.csa.gov.sg/news/publications/iot-security-landscape
https://bsn.go.id/main/berita/detail/10604/better-quality-better-life-sidang-tahunan-iec-2019
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シンガ
ポール

6-A3 シンガポー
ルは気候変
動と戦うた
めに太陽光
発電を大胆
に実施

10月29日シンガポール貿易産業大臣が、今後10年間で、太陽光発電を中心とした
再生可能エネルギーの使用を加速することを計画していると発言

 チャン・チュンシン貿易産業大臣発言要旨：
• 建物のソーラーパネルの追加、貯水池のフローティングソーラー
モジュールの容量の増加、建物の垂直面へのソーラーパネルの設置
などのソリューションの開発を計画

• また、太陽光発電を増強するために、2025年以降に200MWの
エネルギー貯蔵システム（ESS）を展開予定

• 一方で、発電量の増加に時間を要するため、しばらくは天然ガスが
シンガポールの主要な燃料

South China 

Morning Post

https://ww

w.scmp.co

m/news/as

ia/southea

st-

asia/article

/3035312/

singapore-

looks-sun-

it-aims-

expand-

solar-

power-

use-2030

インド
ネシア

6-A4 インドネシア
が屋上PV
のルールを
改善

10月30日インドネシアは、屋上太陽光発電（PV）開発を促進するため、2つの規制
を改正し新たな規則を導入

 背景：
• 屋上PVを促進するために昨年11月に導入したネットメータリング
スキームが効果的でないことが判明

 規制改訂の内容：
• エネルギー鉱物資源省（MEMR）がMEMR規則No. 49/2018のネット
メータリングスキームを調整

• MEMR 規則No. 12/2019におけるネットメータリング支払いに適格な
システムのサイズを500キロボルトアンペアに倍増

• 上記2つの規則を改訂するMEMR規則No. 16/2019により、産業用屋
上PVの顧客が料金を支払う期間を月40時間から5時間に短縮

PV magagine https://ww

w.pv-

magazine.

com/2019/

10/30/indo

nesia-

improves-

rules-for-

rooftop-pv/
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ベト
ナム

6-A5 2019年世界
標準の日を
祝福：標準
化はグロー
バルな統合
を促進

10月11日STAMEQは、世界標準の日に因み、スマートシティ等複数分野に関する
イベントを開催（10月11日@ハノイ、ベトナム）

 背景：
• 2019年10月14日は、第50回「世界標準の日」

 イベント概要：
• 世界標準の日にちなみ、複数分野のワークショップを開催（以下、例）

• 石油分野における標準化とグローバルな統合
• スマートシティ分野における標準化と企業活動

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/ky-

niem-

ngay-tieu-

chuan-the-

gioi-2019-

tieu-

chuan-

hoa-thuc-

day-hoi-

nhap-toan-

cau/
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国際 6-O1 リチウムイ
オンの先駆
者がノーベ
ル賞を受賞

10月9日 リチウムイオンに関する技術に対しノーベル賞が授与されたことを受け、
IEC Blogはバッテリー関連分野における標準化活動について紹介

 紹介された標準化活動(抜粋)：
• IEC/TC21 (Secondary cells and batteries)にてEV推進用の二次
リチウムイオン電池に関するIEC 62660シリーズの一部であるIEC 

62660-2の第2版を含む複数の重要文書を発行（2018年）
• IECEE(IEC電気機器・部品適合性試験認証制度) においてはバッテ
リー、充電器、充電ステーションの安全性、性能コンポーネントの相互
運用性、エネルギー効率、電磁適合性(EMC)、有害物質当のテスト
スキームを実行

 加えて、IEC国際規格及び適合性評価(CA)システムがバッテリーの性能要件・
安全仕様の確立及びテストにおいて重要であること、またリチウムイオンの
可燃性によりバッテリーテクノロジーが最近注目されていることについて紹介

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/lithiu

m-ion/

6-O2 IEC GMに
おいて中国
語で発行さ
れる最初の
IEC文書

10月16日 IECは、IEC総会にてIEC TS 62257-9-5:20182の中国語版を発表予定で
あることを紹介(10月21日～25日@上海(予定))
 IEC総会には、開催予定のワークショップやTC会議へ出席するために約4000人
が登録済み

 IEC TS 62257-9-5:2018の中国語版を10月22日に発表予定。なお、IEC国際
規格又はTSが直接中国語で公開されるのは初

 規格名称：
• IEC TS 62257-9-5:2018 Recommendations for renewable 

energy and hybrid systems for rural electrification - Part 9-5: 

Integrated systems - Laboratory evaluation of stand-alone 

renewable energy products for rural electrification

 策定TC：
• IEC/TC 82 - Solar photovoltaic energy systems

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/first-

iec-doc-to-

be-

published-

in-chinese-

at-iec-gm/
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https://blog.iec.ch/2019/10/first-iec-doc-to-be-published-in-chinese-at-iec-gm/
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国際 6-O3 ITU Green 

Standards 

Weekは
Call to 

Actionを
採用し、
スマートで
持続可能な
都市への
移行を加速

10月2日 ITU NEWSは、第9版ITU Green Standards Weekが開催されたと紹介
(10月1日～4日@スペインバレンシア)
 ITU Green Standards Weekにおいて、利害関係者に対しスマート且つ持続可能
な都市への移行促進を促すことを目的とし10の行動を提示する「Call to Action」
を採択

 Call to Action内容：
1. スマート且つ持続可能な都市がSDGsを配慮
2. 都市は、環境を保護し、気候変動と戦うためのフロンティアテクノロ
ジーの適用を先導する必要有

3. スマート且つ持続可能な都市開発のためのガイダンスとして国際基準
を使用

4. 電子廃棄物を削減するために循環経済原則を採用
5. スマートテクノロジーを統合するスマートシティプラットフォームを実装
6. 最先端テクノロジーの環境パフォーマンスに対する積極的な姿勢
7. エンドユーザーのニーズを満たすために、市民、研究者、及びその他
の関連する利害関係者による標準と技術開発への関与

8. すべての人々がスマートな持続可能な都市の開発に参加可能とする
デジタル権利の原則を採用

9. 循環アプローチによる都市変革の加速
10.2030アジェンダは、パートナーシップを強化、協力を促進し専門知識
を動員することで初めて達成可能

ITU NEWS https://new

s.itu.int/itu-

green-

standards-

week-

adopts-

call-to-

action-

smart-

sustainabl

e-cities/
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欧州 7-E1 Ecommerc

e Europeは、
9月23日と
24日に作業
委員会会議
を開催し
成功

10月8日 Ecommerce Europeは、作業委員会による会議を開催（9月23～24日）
 会議概要：

• e-Regulations Committeeでは、デジタルサービス法の進展について
議論

• Digital transactions Working Committeeでは、強力な顧客認証の
実装について議論

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/ecom

merce-

europe-

hosts-

successful

-working-

committee-

meetings-

on-23-and-

24-

september

/

英国 7-E2 BSIがデジ
タル識別と
顧客認証の
実施に関す
る規格を
発行

10月8日 BSIは、欧州指令に対応した公開仕様書「PAS 499:2019 Code of 

practice for digital identification and strong customer 

authentication」を発行
 規格概要：

• Second Payments Services Directive（PSD2）に基づき、
組織のシステム最適化に必要な推奨事項を提供

• デジタル識別と強力な顧客認証に関する複数観点の規制要件に適合
• Identity validation

• Identity verification

• Enrolment

• Authentication

• Delegated authority and authorization

• Security and usability

• Risk models for authentication

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/octob

er/bsi-

launches-

code-of-

practice-

for-digital-

identificati

on-and-

customer-

authenticat

ion/
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https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/ecommerce-europe-hosts-successful-working-committee-meetings-on-23-and-24-september/
https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/october/bsi-launches-code-of-practice-for-digital-identification-and-customer-authentication/
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欧州 7-E3 ePrivacyを
再考する時

10月8日 COCIRは、欧州委員会（EC）に対しePrivacy規則の再検討が必要で
あることを表明

 背景：
• 2017年1月、欧州連合理事会にてePrivacy規則草案について協議

 意見概要：
• 欧州委員会に対し、ePrivacy規制の再協議を提案

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry
（COCIR）

https://ww

w.cocir.org

/media-

centre/posi

tion-

papers/arti

cle/time-to-

rethink-

eprivacy ht

ml

ドイツ 7-E4 Ecommerc

e Europe 
は、電子
プライバ
シー規制の
新たな開始
を要求

10月11日Ecommerce Europeは、他団体と共同で電子プライバシー規制草案
（e-Privacy Bill）の改訂を要求する書簡をEUに送付（10月8日）

 背景：
• 欧州議会は、e-Privacy Billを採択（2017年1月）しており、現在欧州
理事会においてe-Privacy Billを検討中

 書簡内容：
• 欧州委員会の加盟国に対し、e-Privacy Billの改訂を要求

• 現在の草案では、電子プライバシーの範囲、管轄権及びGDPRと
の関係等の点において法的不確実性が存在する旨を指摘

• 業界団体等、61団体が署名

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/315

3-

ecommerc

e-europe-

fordert-

einen-

neustart-

bei-der-

eprivacy-

verordnun

g

7-E5 Händlerbun

d は連邦
経済エネル
ギー省と
会合

10月15日Händlerbund は、連邦経済エネルギー省（BMWi）とEコマース関連規制
について意見交換（10月9日）

 協議内容：
• 循環経済法の改正
• 付加価値税（VAT）に対する市場責任
• 公正な競争を促進する立法プロセス

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/315

4-

haendlerb

und-trifft-

bundeswirt

schaftsmin

isterium
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https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/time-to-rethink-eprivacy.html
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https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3154-haendlerbund-trifft-bundeswirtschaftsministerium
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欧州 7-E6 欧州銀行
監督局は
EUにおける
SCA移行
計画の期限
に関する
意見を発表

10月22日欧州銀行監督局（EBA）はEUにおけるStrong Customer 

Authentication（SCA）移行計画の期限に関する意見書を発行
（10月16日）

 EBAによる意見書概要：
• 実装とテストを含むPayment Service Provide（PSP）の移行完了
期限を2020年12月31日とし、また15か月の延長を容認

• また、NCAに対して、PSPがEBAによって設定されたアクションを実行
すべく、SCA移行期間中に一貫したアプローチを取ることを推奨

 （参考）上記に対するEcommerce Europeの見解要旨：
• Ecommerce Europeは、12月の休日等の関係からEBAの設定した
期限を懸念

• 一方で、設定された15か月の延長期間内に移行が可能であると予測

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

european-

banking-

authority-

publishes-

opinion-

on-the-

deadline-

for-the-

sca-

migration-

plans-in-

the-eu/

7-E7 活動の状
態：欧州委
員会におけ
る最新動向
は何か？

10月22日Ecommerce Europeは、Eコマース分野における次回欧州委員会の
アジェンダを予測

 アジェンダ予測内容：
• Digital Services Actにおけるプラットフォームの責任規則の更新

• 違法コンテンツや偽情報への対応が争点
• AI倫理におけるEUのアプローチ
• 企業によるデータ収集、使用、共有のルール
• デジタル税、等

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/state-

of-play-

what-are-

the-latest-

developme

nts-in-the-

european-

commissio

n/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

ドイツ 7-E8 EUはドイツ
に対する市
場責任に関
する訴訟を
開始

10月23日欧州委員会（EC）は、オンラインプラットフォームに付加価値税を課す
ドイツの法律に対する侵害訴訟を開始

 訴訟内容：
• ECは、当該法律がEU内の商品の自由な移動を妨げているとして、
ドイツに法案の撤回を要求

 今後の予定：
• ドイツが2か月以内に要求に応じない場合は、欧州司法裁判所での
法的措置が適用される可能性あり

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/rech

tliches/315

8-eu-leitet-

verfahren-

wegen-

marktplatz

haftung-

gegen-

deutschlan

d-ein

欧州 7-E9 ACEPI 

Portugal 

Digital 

Summit ’19
に参加しま
しょう！

10月8日 Ecommerce EuropeのポルトガルメンバーであるACEPIは、ACEPI 

Portugal Digital Summit ’19を開催予定（10月22～23日@リスボン、
ポルトガル）

 イベント概要：
• Ecommerce Europeのe-Logistics関係者が登壇予定
• Ecommerce Europe e-Logistics WGの会議も同時に開催し、2つの
テーマを協議予定
• Universal Postal Union (UPU) の臨時会議の内容
• Electronic Advanced Data（EAD）の標準化作業の進捗

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/join-

the-acepi-

portugal-

digital-

summit-19/
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(4/5)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（4/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/rechtliches/3158-eu-leitet-verfahren-wegen-marktplatzhaftung-gegen-deutschland-ein
https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/join-the-acepi-portugal-digital-summit-19/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E10 デジタルお
よび小売
部門は、新
しいEU指令
に向けて
準備を加速

10月22日Ecommerce Europeは、新欧州委員会の開始に伴い業界関係者の
イベントに参加し、規制に関する議論を加速

 参加イベント：
• Allied for Startupsの年次サミットに参加（10月14週）

• Ecommerce Europeの取組み、ベストプラクティスの共有、AI分野
等における規制上の課題等を議論

 参加予定イベント：
• Portugal Digital Summit ’19に参加予定（10月23日@リスボン、
ポルトガル）
• Portuguese Association of Electronic Commerce and 

Interactive Advertising (ACEPI)が主催
• パネルディスカッション“e-Logistics: fueling e-commerce growth 

in Europe”を実施予定

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

digital-

and-retail-

sectors-

are-

gearing-

up-for-the-

new-eu-

mandate/
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(5/5)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（5/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/the-digital-and-retail-sectors-are-gearing-up-for-the-new-eu-mandate/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

米国 7-U1 暗号資産
「リブラ」“承
認得るまで
発行せず ”
CEOが議会
で

10月24日Facebookが発行を計画している暗号資産「リブラ」について、ザッカー
バーグCEOは米国議会の公聴会で、規制当局より承認を受領するまで
は発行しないと証言し、構想の実現を事実上先送りへ
 Facebookはリブラを2020年前半を目標に発行する計画だったが、各国の規制
当局は個人データの保護やマネーロンダリングなどへの対策に関し強い懸念を
表明したことを受け発行の延期を提示

NHK News 

Web

https://ww

w3 nhk.or.j

p/news/ht

ml/201910

24/k10012

14614100

0 html

7-U2 フェイスブッ
クの暗号
資産リブラ、
逆境の中で
運営団体が
発足

10月24日 JETROは、Facebookによる仮想通貨「リブラ」の運営団体であるリブラ
財団が正式発足したと発表(10月15日)

 理事会メンバー：
• 21社(但し、当初参加予定が報じられていたEコマースのペイパル、
イーベイや、クレジットカード会社のビザ、マスターは参加せず）

 各国の中央銀行が持つ通貨自主権に抵触しかねない本サービスが各国で実施
されること対し、各国政府は懸念を表明

 フランスのブリュノ・ルメール経済・財務相発言要旨：
• 「現状のままでは、ヨーロッパの地へのリブラ導入を許可することは
できない」

JETRO https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/10/4

dad45d97

717c4ac.ht

ml
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【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（6/12）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

再掲

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191024/k10012146141000.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/10/4dad45d97717c4ac.html
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電子
商取引
（Eコ
マース）

米国 7-U3 「宅配便をド
ローンが運
ぶ」、米国の
一部で本格
展開

10月24日ドローンメーカーの米ウイング社は、米バージニア州で宅配サービスを
開始したと発表(10月19日)
 eコマースの商品をドローンで運ぶ米国初の商業サービスとして、宅配の荷物や
市販薬、スナック菓子、文房具等を顧客へ配送

 提携先：
• 米物流大手FedEx

• 米ドラッグストアチェーン大手ウォルグリーン
• 地元の小売業者 等

 ウイング社概要：
• グーグルの持ち株会社である米アルファベット傘下の企業
• FAA（米連邦航空局）より航空運送業者の認可を受領（2019年4月）

JBpress https://jbpr

ess ismedi

a jp/article

s/-

/58035?ut

m mediu

m=feed&ut

m source

=dwango&

utm camp

aign=body

1877

【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（7/12）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/58035?utm_medium=feed&utm_source=dwango&utm_campaign=body
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電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C1 中国、電子
決済やブ
ロックチェー
ン製品を認
証する規制
当局を新設
【フィスコ・ビット
コインニュース】

10月30日中国人民銀行が、電子決済やブロックチェーン関連サービス等の新技術
の認証を実施し、リスク管理を行う規制当局を新設

 背景：
• 中国の習近平国家主席は、標準化に関する研究を含むブロック
チェーン技術の推進を指示（10月24日）

• 中国人民銀行がブロックチェーン技術を利用したデジタル版の人民元
の発行計画に言及（10月28日）

幻冬舎ゴールド
オンライン

https://cc.g

entosha-

go.com/arc

hives/1020

3

7-C2 中国テンセ
ント、ブロッ
クチェーン
ベースの
国際的イン
ボイス規格
策定を主導

10月30日中国Tencent社は、中国の税務当局よりブロックチェーンベースの
インボイス規格草案の作成について承認を獲得

 背景：
• 深圳での税金詐欺対策イニシアティブとして開始
• 事業報告の透明性を提供するため、テンセントのブロックチェーン
技術の活用取組みを発表（2018年）

 承認概要：
• 電子インボイスに関する国際会議（10月29日）にて英国、スイス、
スウェーデン、ブラジルを含む複数の国、及び中華人民共和国国家
税務総局(China’s State Administration of Taxation)が支援
• 国際電気通信連合（ITU）の電気通信標準化部門（ITU-T）が
会議を主催

• テンセントの他、中国情報通信研究院（The China Academy of 

Information and Communications Technology）及び深圳市税務局
（Shenzhen Taxation Bureau）が策定に関与

Coindesk https://ww

w.coindes

kjapan co

m/25881/
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（8/12）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

再掲

https://cc.gentosha-go.com/archives/10203
https://www.coindeskjapan.com/25881/
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中国 7-C3 中国、デジ
タル決済と
ブロック
チェーン
製品の新た
な規制を
発表

10月31日中国人民銀行はフィンテック製品認証（CFP）を導入し、デジタル決済と
ブロックチェーンサービスに使用される金融テクノロジー・ハードウエアと
ソフトウエアを認証

 CFP概要：
• 中国人民銀行は、製品がプロトタイプテストとオンサイトテストに合格
すると、申請者に対し「フィンテック製品認証（CFP）」を授与（3年毎に
更新を実施）
• 現在、デジタル決済サービスのフロンドエンドおよびバンクエンド
開発に使用可能な11の認証済製品リストを公開

• POSモバイル端末、組み込みアプリケーション・ソフトウエア、
ユーザーフロントエンド・ソフトウエア、セキュリティキャリア、
セキュリティチップ等を網羅

Coindesk https://ww

w.coindes

kjapan co

m/25853/
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（9/12）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

https://www.coindeskjapan.com/25853/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

タイ 7-A1 ETDAは、
タイ工業規
格協会に
よる規格の
オンライン
販売を支援

10月30日デジタル経済社会省電子取引開発機構（ETDA）とタイ工業規格協会
（TISI）がデジタルサービス推進に関する協力覚書を締結

 協力内容：
• 規格のオンライン販売及び消費者保護
• 学術、組織開発、デジタル標準化、および人材の分野に関する
意見交換及び共同作業

Thai e-

Commerce 

Association
（ETDA）

https://ww

w.etda or.t

h/content/

mou-

between-

tisi-and-

etda-for-

online-

consumer-

protection.

html

ベト
ナム

7-A2 ベトナムと
フィンランド：
ブロック
チェーン
トレーサビリ
ティテクノロ
ジーを利用
した企業
支援

10月31日ベトナム認証センター（QUACERT）が、フィンランドのブロックチェーン
企業Bering＆Company及びベトナムの飲料メーカHABECOとブロック
チェーントレーサビリティテクノロジーに関する覚書を締結

 覚書締結概要：
• QUACERTとBering＆Companyがブロックチェーントレーサ
ビリティテクノロジーの推進と提供に関する覚書を締結

• QUACERT、Bering＆Company及びHABECOの3社がトレーサ
ビリティシステムのパイロットに関する覚書を締結

 署名式出席者：
• Kari Kahiluoto駐ベトナムフィンランド大使及びTran Van Vinh 
ベトナム規格・計量・品質総局規格部長が出席

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/viet-

nam-phan-

lan-ho-tro-

doanh-

nghiep-ap-

dung-

cong-

nghe-truy-

xuat-

nguon-

goc-

blockchain

/
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（10/12）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

https://www.etda.or.th/content/mou-between-tisi-and-etda-for-online-consumer-protection.html
https://tcvn.gov.vn/2019/10/viet-nam-phan-lan-ho-tro-doanh-nghiep-ap-dung-cong-nghe-truy-xuat-nguon-goc-blockchain/
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商取引
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国際 7-O1 中国企業が
ブロック
チェーン
請求書の
ための標準
開発を主導

10月29日インターネット大手のTencent Corpは、中国税務当局からプロジェクトの
承認及び他国からの支援を獲得し、ブロックチェーン技術ベースの請求書
に関する初の国際規格の起草を主導していると発表

 プロジェクト名：
• General Framework of DLT-Based Invoices

 草案作成者：
• Tencent、中国情報通信技術アカデミー、中国南部広東省深圳税
務局

 承認・支援国：
• 英国、スイス、スウェーデン、ブラジル等（電子請求書標準に関する

ITU-T国際会議にて承認）

Global Times http://www.

globaltime

s.cn/conte

nt/116830

4 shtml

https://ww

w.coindes

kjapan co

m/25881/

7-O2 UN / 

CEFACTは、
プロジェクト
「貿易促進
のためのデ
ジタルID」へ
の参加呼び
かけを開始

10月24日UN / CEFACTは、プロジェクト「貿易促進のためのデジタルID」への参加
呼びかけを開始

 プロジェクト概要：
• 既存のデジタルIDシステムの研究
• 将来の実装ガイドとして機能する既存システムのベストプラクティスの
提示

• 取引及び関連プロセス促進を目的としたデジタルIDシステムの使用
方法の調査

• 既存のUN / CEFACT成果物のデジタルIDシステムにおける使用可
否の調査

The United 

Nations 

Centre for 

Trade 

Facilitation 

and Electronic 

Business 

(UN/CEFACT) 

http://www.

unece org/

cefact/cf n

ews archi

ve html
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【情報収集結果】その他地域、機関における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（11/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

再掲

http://www.globaltimes.cn/content/1168304.shtml
http://www.unece.org/cefact/cf_news_archive.html
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電子
商取引
（Eコ
マース）

国際 7-O3 ITUが世界
で最も包括
的な標準化
プラット
フォームで
あるように
努力する
理由：Bilel 

Jamoussi

10月29日 ITU電気通信標準化局スタディグループ部門チーフBilel氏は、ITU標準
化プロセスに関する初心者向けの2日間の「実践的」トレーニングプログラ
ムについて紹介
 トレーニングセッションでは、ITU標準化会議のシミュレーションを実施

 参加者：
• 21か国より49名の専門家

 また近年、発展途上国によるITU標準化への参加が大幅に増加し、その成果を
得ていることを紹介

 事例紹介概要：
• 発展途上国が主導するICTの「モバイルマネー」等の革新は、デジタ
ル金融サービスのセキュリティと信頼に対処するITU国際標準からの
支援を受領

• 最小限の費用と環境への影響で展開可能な軽量の光ケーブルに関
するITU規格はネパールにおいて、エベレストベースキャンプやアンナ
プルナトレッキングトレイル等の遠隔地との接続に使用

ITU News https://new

s.itu.int/wh

y-itu-

strives-to-

be-most-

inclusive-

standardiz

ation-

platform/
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【情報収集結果】その他地域、機関における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（12/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

再掲

https://news.itu.int/why-itu-strives-to-be-most-inclusive-standardization-platform/
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共通 英国 8-E1 BSIは業界
を明確に
するためAI
ガイダンス
に関する
連携を呼び
かけ

10月1日 BSIは、AI分野における標準の統合と規制の一貫性担保に向けたホワイ
トペーパー「Overview of standardization landscape in Artificial 

Intelligence」を発行
 ペーパー概要：

• 過去2年間において、OECDやISO/IECを含む国際機関、各国政府
機関、技術プロバイダーより、40以上のAIガイダンス文書が発行され
ていることに言及
• 内容の重複及び文書による推奨事項の相違を指摘

• BSIは、標準の統合と規制の一貫性を提言

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/septe

mber/bsi-

calls-for-

collaborati

on-on-

artificial-

intelligenc

e-

guidance-

to-give-

industry-

clarity/
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共通 欧州 8-E2 ETSIがAI
保護に関す
る仕様
グループを
開始

10月2日 ETSIは、AIに係る技術仕様開発のためのグループ
「Industry Specification Group on Securing Artificial Intelligence 

(ISG SAI)」を設立
 ISG SAI概要：

• 複数のICT関連産業へのAI展開から生じる脅威を軽減するための
技術仕様を開発

• Cadzow Communications、Huawei Technologies、NCSC、
Telefónica等がメンバーとして参加

• AIの3つの側面を取り扱う予定
• システムのコンポーネントとしてのAI

• セキュリティ対策上の問題としてのAI

• セキュリティ対策の解決策としてのAI

 今後の予定：
• キックオフ会議にて、以下内容を議論予定
（10月23日 @ソフィア・アンティポリス、フランス）
• AI Threat Ontology

• Securing AI Problem Statement

• Data Supply Chain Report

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

650-2019-

10-etsi-

launches-

specificati

on-group-

on-

securing-

artificial-

intelligenc

e
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共通 英国 8-E3 Secure by 

Designー
英国とシン
ガポールの
IoT宣言

10月3日 英国とシンガポールは、IoT分野における協力に関して共同宣言を発表
 背景：

• シンガポールは、52か国とCommonwealth Cyber Declarationを
通じ、IoTデバイスのセキュリティ向上に取り組む旨発表（2018年4月）

• 英国とシンガポールは、‘secure by default'をコンセプトに、SG-UK 

Partnership for the Futureとして、戦略的パートナーシップに同意
（2018年）、正式に協力を開始（2019年1月）

 共同宣言概要：
• 英国とシンガポールは、具体的な進展を図るために、イニシアチブと
アプローチを共有し、情報交換を行うことに同意

• IoTデバイスメーカーに対し、業界のグローバル基準に定められた
グッドプラクティスの実装を促進
• ユニバーサルデフォルトパスワードの使用等のセキュリティ上の欠
点の解消

• IoT業界全体の脆弱性開示プロセスの標準化
• ソフトウェアセキュリティ更新プログラムの開発と展開の促進

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/sec

ure-by-

design-uk-

singapore-

iot-

statement

欧州 8-E4 ETSI NFV 

Release 4
は、オーケ
ストレーショ
ンとクラウド
対応の展開
を支援

10月8日 ETSI Industry Specification Group（ISG）for Network Functions 

Virtualisation（NFV）は、次世代仕様Release 4の作業を開始
 Release 4特徴：

• 最新のクラウド、ソフトウェア、仮想化技術をサポートするNFVフレー
ムワークの進化に対応

• 仮想化の特性を活用し展開を簡素化する、新しい管理アーキテクチャ
スタイルと運用を実現

• 自動化のサポートを強化

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

news/1652

-2019-10-

etsi-nfv-

release-4-

empowers

-

orchestrati

on-and-

cloud-

enabled-

deploymen

ts
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共通 欧州 8-E5 AIと顔認識
のガイドライ
ン、フレーム
ワーク、
予測が公開

10月9日 European Parliamentary Research Service (EPRS) は、AIと顔認識
に関するガイドライン「EU guidelines on ethics in artificial 

intelligence: Context and implementation」を発行
 ガイドライン概要：

• 人間中心アプローチに基づき、AIの倫理的使用に関するガイドライン
を提示

• AI製品及びサービスの設計、開発、展開、実装、使用に関して、推奨
倫理規則の認識を高めることを企図

• ソフトロー、標準化、法律等の整備等、EUが実施すべきアクションに
言及

BiometricUpda

te.com

https://ww

w.biometri

cupdate co

m/201910/

guidelines-

framework

s-and-

predictions

-for-ai-

and-facial-

recognition

-published

8-E6 「CALLING 

THE 

SHOTS」
ETSIから
委託された
レポートは、
EUにデジタ
ル基準設定
の国際的
リーダー
シップを取り
戻すよう
呼びかけ

10月10日ETSIがEUにおけるデジタル基準の策定に係るレポート「Calling the 

Shots: Standardization for EU Competitiveness in a Digital Era」
を発行

 レポート概要：
• ETSIがKreabに作成を委託

• Carl Bildt氏（スウェーデン元首相兼外務大臣）が専門家として
参加

 Carl Bildt氏発言要旨：
• 「EU議員は、標準化をEUのデジタル及び産業戦略の中心に置くこと
が重要である。そうでなければ、欧州はルールの受け手となり、新し
いデジタル製品とサービスの革新、生産、配信に追いつくことが永遠
に続くだろう」

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

news/1668

-2019-10-

calling-the-

shots-a-

report-

commissio

ned-by-

etsi-calls-

on-eu-to-

retake-

global-

leadership

-in-digital-

standard-

setting?jjj=

15718218

15042
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共通 欧州 8-E7 ETSIは、
ネットワーク
変革に関す
るホワイト
ペーパーを
発行ー5G
の主要な
技術を基盤
に

10月14日ETSIは、ネットワーク変革に関するホワイトペーパー#32 「Network 

Transformation (Orchestration, Network and Service 

Management Framework)」を発行
 ペーパー概要：

• 複数のETSI Industry Specification Groups (ISG) 議長が執筆
• ネットワーク変換の課題に対するETSIの取組みを記載

• network function virtualization (NFV)、multi-access edge 

computing (MEC)、experiential networked intelligence (ENI) 、
zero-touch network service management (ZSM)等のアプローチ
を紹介

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

670-2019-

10-etsi-

publishes-

a-white-

paper-on-

network-

transforma

tion-

building-

on-key-

technologi

es-for-5g

ドイツ 8-E8 共同設計と
共同決定

10月21日DKEの複数の委員会は、エコデザインやインフラ分野における規格策定
に関与する専門家を募集

 現行専門家を募集している委員会：
• AK 513.0.4 "Ressourceneffizienz für Haushaltsgeräte"の立上げ

• EUの新エコデザイン規則に基づき、家電製品の資源効率に
関する規格の策定を検討

• AK 513.10.4 "Küchenmaschinen mit Kochfunktion"の立上げ
• 調理機能付きキッチン用品に関する規格の策定を検討

• DKE/GAK 719.0.6 „Resilienz-KPIs für Rechenzentren“

• インフラストラクチャの可用性に関する規格の策定を検討
• DKE/GAK 719.0.4 „Sicherungstechnik“

• 火災検知、防火等のインフラストラクチャの安全に関する規格の
策定を検討

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/mitmach

en/mitgest

alten-und-

mitentsche

iden
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共通 ドイツ 8-E9 標準化作業
におけるト
レーニング
と能力の
拡大

10月21日ドイツ、中国、ロシアは、IEC総会2019のIEC Academy＆Capacity 

Building Dayにて、標準化分野でのトレーニング拡大に関する協力協定
を締結予定（10月24日@上海、中国）

 締結予定主体：
• ドイツ：ドイツ電気技術委員会（DKE）
• 中国：国家標準化管理委員会（SAC）
• ロシア：連邦技術規則・計量庁（Rosstandart）

 その他締結予定：
• IECは、標準化トレーニングに関し、大学との連携を強化するため、

Shenzhen Technology Universityと強力協定を締結予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/schulun

gen-und-

kapazitaet

sausbau-

in-der-

normungs

arbeit
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共通 欧州 8-E10 AIOTI、ISO 

/ IEC JTC1、
ETSI、
oneM2M、
及びW3Cは、
開発者と標
準化エンジ
ニアを対象
としたセマン
ティック相互
運用性に関
する2つの
共同ホワイ
トペーパー
で協力

10月22日セマンティック相互運用性に関する2つの共同ホワイトペーパー
"Semantic IoT Solutions - A Developer Perspective"及び
"Towards Semantic Interoperability Standards based on 

Ontologies"が発行
 ペーパー概要：

• セマンティックシステムの開発方法を段階的に紹介しており、IoT分野
におけるセマンティックテクノロジーの採用を加速することを目的とし
作成

 作成者：
• Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)、ISO/IEC JTC1 

Information Technology、ETSI、oneM2M及びWorld Wide Web 

Consortium（W3C）の共同により作成

• AIOTI概要：
• 2015年に、IoTに関する関係者間の対話促進及び欧州のIoTエコ
システムの構築を目的に欧州委員会が設立。IoTの実験、展開の
促進、標準の収束と相互運用性のサポートについても活動

• oneM2M概要：
• M2M分野における国際標準化機関。アジア、米国、欧州より、

ETSIを含む8機関が参加
• W3C概要：

• World Wide Webで使用される各種技術の標準化を推進する標準
化コンソーシアム

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

news/1672

-2019-10-
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targeting-
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-and-
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engineers
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共通 欧州 8-E11 ETSIは、
ネットワーク
およびサー
ビス自動化
のための新
しいエンド
ツーエンド
のアーキテ
クチャフレー
ムワークを
導入

10月24日Zero Touch Network and Service Management Industry 

Specification Group（ZSM-ISG）は、ZSMに関する業界仕様ETSI GS 

ZSM 001及びETSI GS ZSM 002を発行
 ZSM－ISG概要：

• ネットワーク運用の自動化技術の標準化を目的に設立
• ソリューションと管理インターフェイスの仕様を策定

 ETSI GS ZSM 001 (Zero-touch network and Service Management 

(ZSM); Requirements based on documented scenarios)概要：
• ZSM要件を定義

 ETSI GS ZSM 002 (Zero-touch network and Service Management 

(ZSM); Reference Architecture)概要：
• ZSMリファレンスアーキテクチャを定義

 （参考）関連仕様：
• ZSMに関連する用語と概念を定義した「ETSI GS ZSM 007 (Zero-

touch network and Service Management (ZSM); Terminology for 

concepts in ZSM)」を発行（2019年8月）

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

673-2019-

10-etsi-

introduces

-a-new-

end-to-

end-

architectur

al-

framework

-for-

network-

and-

service-

automatio

n

ドイツ 8-E12 EU-米国プ
ライバシー
シールドが3
回目の年次
審査に合格

10月28日欧州委員会（EC）は、EU-米国プライバシーシールドに関する第3回年次
レビューに関する報告書を提出（10月23日）

 背景：
• EU-米国プライバシーシールドにおいては、個人データの適切な
レベルの保護が引き続き確保されていることを評価するため、
年次レビューを実施

• 本年も年次共同レビューを開催（9月12～13日）
 報告書概要：

• プライバシーシールドに基づいてEUから米国の参加企業に転送
される個人データに関して、米国が引き続き適切なレベルの保護を
提供している旨を報告

JD SUPRA https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/eu-u-

s-privacy-

shield-

passes-its-

third-

59672/
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共通 フラ
ンス/

ドイツ

8-E13 安全で信頼
できるデー
タインフラス
トラクチャの
仏独共同
作業に関す
るプレス
リリース

10月29日フランスとドイツは、安全で信頼できるデータインフラストラクチャ構築に
向けた共同作業を開始

 背景：
• フランスとドイツは、アーヘン条約に調印(2019年1月22日)

• AI分野における協力強化についても包含
 共同作業概要：

1. 共同ワークショップの開催
• 当該プロジェクトに関心のある企業に対し、作業内容を説明予定
（2019年11月）

2. 組織とガバナンスに関する共同作業部会の開催
• 両政府より専門家が集まり、プロジェクトの組織構造及びガバナン
スを検討予定（～2019年）

3. 技術に関する共同作業部会の開催
• 両政府より専門家が集まり、欧州のデータインフラストラクチャの
技術フレームワーク構築に向けた検討体制を議論予定
（～2019年）

4. 共同コミュニケーション及びリエゾン
• 他EU加盟国及び欧州委員会（EC）の参加を呼びかけ予定

5. 他加盟国へのプレゼンテーション
• 欧州データインフラストラクチャ構築のコンセプトに関して、イベント
を開催予定（2020年初頭）
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共通 欧州 8-E14 未来のICT
標準

10月 ANECは、欧州委員会（EC）の2019 Rolling plan for ICT 

standardisationに対しコメントを提出
 2019 Rolling plan for ICT standardisation概要：

• 4つの領域にグループ化された170のアクションを特定
• 主要なイネーブラーとセキュリティ
• 社会的課題
• 単一市場のイノベーション
• 持続可能な成長

• 5つの優先テーマを特定
• 5G

• クラウド
• サイバーセキュリティ
• ビックデータ
• IoT

 ANECコメント概要：
• European Accessibility Actの発効、AI、IoT、サイバーセキュリティ、
ブロックチェーン及び分散デジタル台帳技術に関するアクションに
ついて言及

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n （ANEC）

https://ww

w.anec.eu/

publication

s/newslett

ers
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共通 欧州 8-E15 ETSI’s 

UCAAT, 

the User 

Conference 

on 

Advanced 

Automated 

Testingが
開催予定、
今すぐ登録
を！

10月9日 ETSIは、年次の国際会議であるUCAAT （User Conference on 

Advanced Automated Testing）を開催予定
（10月22～24日@ボルドー、フランス）

 UCAAT概要：
• モデルベーステスト、クラウドテスト、テスト方法論、テスト管理、テスト
仕様等、自動テストのアプリケーション側面に特化した国際会議

• 年1回開催され、今年はETSI及びSogetiが主催、Hustef及び
Testistanbulが後援

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

news/1667

-etsi-s-

ucaat-the-

user-

conferenc

e-on-

advanced-

automated

-testing-is-

coming-

up-

register-

now
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共通 ドイツ 8-E16 AIには規範
と標準が
必要

10月16日DIN、DKE及びVDEは、連邦経済エネルギー省（BMWi）と共にAI標準化
ロードマップのキックオフイベントを開催（10月16日）

 背景：
• DINはBMWiと共同で、AIの標準化ロードマップに関するステアリング
コミッティを設立（8月1日）

 イベント概要：
• 今後の活動においてAIに関するテーマ毎に作業予定であることを
説明
• データ、用語、分類、要素、倫理、セキュリティ、品質と認証、
モビリティとロジスティクス、産業オートメーション、医療等のテーマ
を想定

 参加者：
• 計300人以上の分野関係者・専門家

 今後の予定：
• 連邦政府のデジタルサミットにて、ロードマップを提示予定
（2020年秋）

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.（
VDE）

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/kue

nstliche-

intelligenz-

braucht-

normen-

und-

standards-

484056

https://ww

w.vde com

/de/presse/

kuenstlich

e-

intelligenz-

braucht-

normen-

und-

standards

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0191016-

kuenstlich

e-

intelligenz-

braucht-

normen-

und-

standards.

html
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共通 欧州 8-E17 ETSI IoT 

Week：
セマンティク
ス、経験、
セキュリティ

10月28日ETSIは、IoT関連サービス展開に関するETSI IoT Week 2019を開催
（10月21～25日）

 イベント概要：
• IoT関連サービス展開における標準対応の重要性について、事例を
共有し、議論

 ETSIの発表内容：
• ETSIは、ETSI、3GPP、及びoneM2M規格が相互補完を行うことで、

IoTサービスチェーン全体をサポートする旨に言及
• また、ETSI SAREF（Smart Applications REFerence）オントロジー
が、エネルギー、環境、建物、スマートシティ、産業と製造、スマート
農業、フードチェーン等のセマンティック相互運用性標準を導入した
ことに言及

 参加者：
• 政策立案者、自治体代表者、研究者、企業の代表者等、200人以上
が参加

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

news/1676

-2019-10-

etsi-iot-

week-

semantics-

experience

s-and-

security
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共通 ドイツ 8-E18 Altmaier：
「欧州の
データインフ
ラストラク
チャが
必要！」

10月28日ドイツ政府は、デジタル・データ分野に係るDigital Summit："Platform 

FORWARD"（10月28～29日@ドルトムント、ドイツ）を開催
 イベント概要：

• ドイツ政府は、アマゾン、アリババに対抗する欧州クラウド"Gaia-X "を
発表
• BMWi、SAP、ドイツテレコム、ドイツ銀行が協働し、開発
• データを共有するための共同標準を提供し、異なるクラウド
サービス間のリンクとして機能

• ドイツ政府は、来年上半期にクラウドサービス向けの企業型組織
を設立予定

 参加者：
• 政界、学会、企業等の関係者1,300人以上が参加

 Altmaier連邦経済エネルギー大臣発言要旨：
• 「データは、将来の最も重要な原材料となる。欧州経済には、データ
の主権と高いセキュリティ標準を備えた広範なデータ可用性を確保
するインフラストラクチャが緊急に必要である」

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

Data Center 

Knowledge

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0191028-

altmaier-

wir-

brauchen-

eine-

eigene-

europaeisc

he-

dateninfra

kstruktur.ht

ml

https://ww

w.datacent

erknowled

ge.com/eu

rope/germ

any-unveil-

european-

cloud-rival-

amazon-

alibaba

欧州 8-E19 欧州の
サイバー
セキュリティ
フォーラム
がポーラン
ドで開幕

10月30日第5回欧州サイバーセキュリティフォーラムが開催
（10月29～30日@カトヴィツェ、ポーランド）

 イベント概要：
• 欧州全体のサイバーセキュリティシステム構築の促進及び政府、国際
組織、民間企業のための共同プラットフォームの作成を目的とし開催

• 5Gインフラストラクチャの保護、デジタル民主主義、金融サービスの
デジタル変革、NATOデジタル機能等について議論

 Mateusz Morawieckiポーランド首相発言要旨：
• 「ポーランドはサイバーセキュリティ標準に準拠し、スマートシティ、
自動運転車、5Gテクノロジーの活用及びデータ処理のための
ソリューション作成を目指す」

XINHUANET http://www.

xinhuanet.

com/englis

h/2019-

10/30/c 1

38513760.

htm
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共通 米国 8-U1 ULの拡張
サイバーセ
キュリティセ
ンターオブ
エクセレンス
は、アジア
太平洋地域
で唯一の
共通基準と
EMVCoの
テスト施設

10月1日 ULはシンガポールの Cybersecurity Center of Excellenceの拡大を
発表

 Cybersecurity Center of Excellence概要：
• サイバーセキュリティ機能の中でも、Common Criteria（CC）及び

EMVCoのオンサイトテストを提供可能なアジア太平洋地域で唯一の
施設

• CCの他に、支払い、ガバナンス、自動車、IoTエコシステム等の重要
分野に関するデバイスとシステムのライフサイクル全体に対応する
エンドツーエンドのセキュリティソリューションも提供

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/singa

pore-

cybersecur

ity-lab-

expansion

8-U2 ITを所有、
ITを保証、
ITを保護。
10月は
National 

Cybersecur

ity 

Awareness 

Month

10月14日National Cybersecurity Awareness Month（NCSAM）が10月に開催
されるのに合わせ、ANSIはサイバーセキュリティに関する標準化活動に
ついて紹介
 DIN及びDKE電気電子情報技術委員会と協力について紹介

 協力内容：
• ANSIはDIN及びDKE電気電子情報技術委員会と協力し、2018年に
サイバーセキュリティ、スマート製造、モビリティ、農業向けのソリュー
ション及びその他の課題に焦点を当てた1日半の標準パネル会議を
開催

 さらに、多くの家庭や職場におけるサイバーセキュリティを支援するガイドラインが
米国規格として策定されていることを紹介

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

f7b7144d-

d1b5-

4d20-

95c2-

47faedaf5

614
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共通 米国 8-U3 ANSIと
USAIDが標
準化アライ
アンスの実
装を発表：
フェーズ2
商品の品質
と安全性を
改善する
ための国際
規格の採用
をサポート
する官民
パートナー
シップ

10月25日ANSIと米国国際開発庁(USAID)は、官民パートナーシップである「規格
アライアンス フェーズ2」の開始を発表
 規格アライアンスフェーズ1の成功を受け、法規制の枠組み、規格の策定、
適合性評価手順の分野で発展途上国の能力を支援

 フェーズ2概要：
• 国際的なベストプラクティスの実施により、開発途上国における品質
の向上や製品、サービス、インフラストラクチャにおける安全確保が
目的

• ラテンアメリカ、中東、北アフリカ、サハラ以南のアフリカ及びインド太
平洋地域にて活動実施

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

37b83b75-

bf73-40a1-

958b-

d692e587

cf3c
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共通 米国 8-U4 ANSIは、
欧州標準化
機関と協力
して、米国
および欧州
の標準化
システムを
明確化する
ためのガイ
ダンス文書
をリリース

10月25日ANSIは、CEN、CENELEC及びETSI共同機構である欧州標準化機構
（ESO）と協力し、米国と欧州の標準化システムの理解向上を目的として
2つのガイダンス文書を発行したと発表

 2つのガイダンス概要 ：
1. 「米国標準化システムに関する欧州の質問」

• ANSI認定規格開発機関（SDO）及び監査者の詳細
• 米国の標準化システムISO及びIECの関係に関する説明
• 規格の適合性評価条項
• 準連邦及び連邦レベルでの技術規制における標準の使用
• 中小企業と社会の利害関係者に関する情報
• 連邦または州の公的調達における標準の使用

2. 「欧州標準化システムに関する質問と回答」
• 欧州標準化機構（ESO）について
• 欧州規格を開発するための規則と手順
• 欧州規制を支援する規格
• 欧州規格への貢献
• 市場の視点
• 経済成長と中小企業（SME）のサポート

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

98575bd8-

5e83-

4cc5-

bcd4-

2ecacb270

b34

1900

【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(3/4)

共通分野関連記事詳細（17/46）

共通テーマ別情報詳細
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© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U5 デジタル時
代の標準：
若くて新興
の専門家の
ための
USNCのサ
ミットに出席

10月4日 IECの米国国家委員会（USNC）はサミット「デジタル時代の規格と適合性
評価」への専門家の参加を招聘（11月8日予定）
 サイバーセキュリティ、重要なインフラストラクチャ、適合性評価及び標準開発の
分野で著名な専門家が参加し、プレゼンテーションや討議を実施予定

 プレゼンテーション内容：
• 「IEC Standards in One Day」
• 「Standards and AI」 等

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

d4eb713f-

1c6d-458f-

a772-

5ffaf7680c

b1

8-U6 モノのイン
ターネット
（WF-IoT 

2020）の
IEEE第6回
世界フォー
ラム参加を
予定ください

10月22
日

IEEE Robotics & Automation SocietyはIoTに関する2020年IEEE第
6回世界フォーラム(WF-IoT 2020)を開催予定であることを発表
(@ニューオーリンズ)
 本会議にて発表予定の技術論文、プレゼンテーションは、人類の便益のために

IoTテクノロジーとアプリケーションの使用を促進、強化、加速することに焦点
 WF-IoT 2020概要：

• 最新技術開発に関する技術研究論文、プレゼンテーション、パネル、
ワークショップ、チュートリアル、業界フォーラムの多次元プログラムの
開催

IEEE Robotics 

& Automation 

Society

https://ww

w.ieee-

ras org/ab

out-

ras/latest-

news

8-U7 スタンダード
アライアンス
がザンビア
で規制影響
評価に関す
る4つのト
レーニング
イベントを
実施

10月31
日

ANSIスタンダードアライアンスプログラムは、ザンビアのビジネス規制
審査機関（BRRA）と共同でトレーニングを実施(9月23日週@ザンビア)
 スタンダードアライアンスはBRRAと協力し2017年5月より能力開発支援を提供。

9月開催の本イベントは、トレーニングの第4シリーズの一部として実施
 トレーニングではザンビアにおける規制影響評価（RIA）の制度化のプロセス、価
値、および重要性を概説

 トレーニング概要：
• ザンビアのRIAの法的基盤の概要、世界中のRIAの価値と使用
• ザンビアの規制審査プロセスの全機能を支援する次ステップの提供

 対象者：
• ザンビアの規制当局、公務員、法律専門家

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

65150022-

1916-

493d-9f60-

20d4f0fd6

c95
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(4/4)

共通分野関連記事詳細（18/46）

共通テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=d4eb713f-1c6d-458f-a772-5ffaf7680cb1
https://www.ieee-ras.org/about-ras/latest-news
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=65150022-1916-493d-9f60-20d4f0fd6c95
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共通 中国 8-C1 中国電子技
術標準化研
究院(CESI)
のAI及び
視聴覚健康
研究所が工
業情報化部
の主要研究
所に選定

10月12日中国電子技術標準化研究院（CESI）におけるAI標準・応用研究所及び
視聴覚認知健康インテリジェント画像分析評価研究所が工業情報化部の
主要研究所リストに選定

 CESI AI標準・応用研究所概要：
• AI標準と評価指標システムに関する研究を行い、人工知能チップ、ア
ルゴリズム、データセット、機械学習システム、インテリジェント音声、
画像認識、インテリジェントアシスタントシステム、インテリジェント翻訳
システムの規格開発と応用を実施

 CESI 視聴覚認知健康インテリジェント画像分析評価研究所概要：
• 視聴覚・脳認知等の技術分野を中心に、視聴覚認知健康ニューロイ
メージングの基礎とアプリケーション、知的画像分析ベースの視聴覚
認知健康メカニズム、視聴覚認知脳画像ビッグデータ、およびインテリ
ジェント分析研究を実施

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5653

.html

8-C2 中国のサイ
バーセキュ
リティ規則
の改訂によ
り外国企業
は企業秘密
を失うリスク
にさらされる
か？

10月13日 12月に改訂される中国のサイバーセキュリティ規制の施行による業務へ
の影響について、外国企業が懸念を表明

 新規則の概要：
• ネットワークを運用するすべての企業が処理するデータの機密性
及びサイバー攻撃からデータを保護するために使用する戦略と政府
認可のインフラを政府に伝達することが必要

• 公安管轄の規則であるため、警察及び関連機関は、企業に対し文書
による証拠提供やネットワークに直接接続しての検証を要求すること
が可能

 外国企業の反応：
• 一部企業は、ネットワークインフラはどのシステムが中国国内にある
かを特定するのが難しいほど複雑に接続されているため、中国の
サーバーおよびサービスプロバイダーに切り替える以外に選択肢が
ないかもしれないことを懸念

South China 

Morning Post

https://ww

w.scmp.co

m/news/ch

ina/diplom

acy/article/

3032649/w

ill-chinas-

revised-

cybersecur

ity-law-put-

foreign-

firms-risk
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(1/15)

共通分野関連記事詳細（19/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5653.html
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3032649/will-chinas-revised-cybersecurity-law-put-foreign-firms-risk
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共通 中国 8-C3 デジタル経
済が浙江省
の標準化を
満たすとき、
樹木モデル
はどうであ
るか？

10月15日浙江省市場監督局は、「浙江省におけるデジタル経済標準化の状況と
展望に関する調査報告書」を発行（10月14日）

 レポート概要
• デジタル経済標準イノベーションフォーラム（10月14日）にて、正式に
発表

• 浙江省のデジタル経済促進に向けた標準化作業を体系的に要約

东方财富信息
股份

http://finan

ce eastmo

ney.com/a/

20191015

12614196

33.html

8-C4 Cui Gangが
欧州電気通
信標準化機
構 (ETSI)の
代表団と
会合

10月16日国家市場管理局は、中国における標準化の状況について、
欧州電気通信標準化機構（ETSIと）意見交換を実施

 協議内容：
• 中国の標準化改革、中国標準2035、企業と標準及びETSIの作業内
容について意見交換を実施

• 共通の関心を持つ分野において、今後の協力可能性を検討

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191021

343812.ht

m

8-C5 「IoTエッジ
コンピュー
ティング
パート1：
一般要件」
国内標準
キックオフ
ミーティング
を開催

10月17日 「IoTエッジコンピューティング パート1：一般要件」（国家規格計画番号：
20192140-T-469）標準化開発キックオフミーティングを開催
（10月15日＠北京）

 会議概要：
• 標準開発の背景紹介、エッジコンピューティング技術の概要説明、
標準の範囲と概要説明、作業分担について討議

 参加者：
• Huawei Technologies等、70人以上の代表者

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5668

.html
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(2/15)

共通分野関連記事詳細（20/46）

共通テーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://finance.eastmoney.com/a/201910151261419633.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191021_343812.htm
http://www.cesi.cn/201910/5668.html
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共通 中国 8-C6 中国標準化
協会は、
Internation

al Standard 

User 

Allianceの
年次総会に
出席

10月19日CASは、第46回International Standard User Alliance (IFAN) 
年次総会及びWGの会議に出席（10月17日 @ロンドン、イギリス）

 IFAN概要：
• 1974年に設立された非営利組織
• 国家標準のユーザー組織、企業、専門及び業界団体、学術機関、
適合性評価機関、コンサルティング会社、政府機関が参加
• CASは2003年から参加しており、Gao Jianzhong事務総長が

IFAN理事会メンバーとして選出（2018～2021年）
 年次総会概要：

• IFAN戦略の実施報告
• IFAN論文コンテスト受賞者の発表
• 2018年最終報告書と2020年予算の採択
• 新副会長と理事会メンバーの投票

 その他WG会議概要：
• IFANアジア太平洋WG（APG）会議：域標準化協力の推進における

CASの進捗状況を報告、北東アジア標準協力会議、国際標準
オリンピック競技大会、及びボランティアを紹介

• 欧州WG（EG）
• 教育トレーニングWG（WG16）

中国標準化協
会（CAS）

http://www.

china-

cas org/zx

dtxhxw/19

10.jhtml
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(3/15)

共通分野関連記事詳細（21/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1910.jhtml
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共通 中国 8-C7 「Eコマース
取引製品の
品質オンラ
イン監視基
準」等の重
要な国家標
準を義鳥市
で発行

10月20日国家市場監督管理総局（SAMR）と国家標準化管理委員会（SAC）は
「Eコマース取引製品の品質オンライン監視基準」等の国家規格の発行を
承認（10月20日）
 Eコマースの他、製造、環境保護、社会サービス、電子情報、ホームサービス、
農業安全保障等に関する規格を発行

 「Eコマース取引製品の品質オンライン監視基準」概要：
• Eコマース取引製品の品質リスク警告に関するサポート及び消費者の
権利保護を目的

• オンライン監視に関する主要な活動及び保証に関する要件を規定
 その他発行された規格（例）：

• メガネフレーム測定システムと用語
• プロフェッショナルアパレル検査規則
• 電気食品加工機器の性能試験方法
• 家庭用回転式乾燥機の性能試験方法
• 重機の一般技術条件
• 製品の水フットプリントの評価と報告
• 雇用者のための知能、精神的および重度の身体障害者のケアに
関する規則

• 情報技術の効率的なマルチメディアコーディングパート1：システム

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191022

343815.ht

m
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(4/15)

共通分野関連記事詳細（22/46）

共通テーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191022_343815.htm
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共通 中国 8-C8 欧州電気通
信標準化機
構（ETSI）が
交換訪問の
ために当院
に訪問

10月21日CESI（中国電子技術標準化研究院）は、欧州電気通信標準化機構
（ETSI）とIoT、ネットワーク情報セキュリティ、インテリジェント製造、ブロッ
クチェーン等の分野の標準化における協力に関するMoUの内容に合意

 協議内容：
• IoT、ネットワーク情報セキュリティ、インテリジェント製造、ブロック
チェーン等の分野の標準化において情報共有及び共同作業を促進
することに合意
• CESIは、3GPP（3rd Generation Partnership Project）における
既存のETSIとのパートナシップを強調し、中国企業との共同作業
の可能性についても言及

 （参考）3GPP：
• 第3世代携帯電話システム（3G）の国際標準仕様を策定することを
目的に構築されたパートナシップ（1998年）

• ETSI含む欧州、米国、日本、韓国、中国、インドの標準化機関が参加

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5692

.html

8-C9 第2回中小
企業標準化
（国際）会議
が義鳥市で
開催

10月21日第2回中小企業標準化国際会議が開催され、中小企業における標準化
戦略について討議（10月20日@義鳥市、中国）

 会議概要：
• 中小企業におけるグローバル化と標準化戦略について議論
• 中国の標準化機関の他、国際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議
（IEC）、フランス規格協会（AFNOR）等の標準化機関が参加

中国標準化
研究院（CNIS）

中国標準化協
会（CAS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191021

45697.ht

ml

https://mp.

weixin.qq.

com/s/firO

Ku9c65Xe

ZSgZhxeF

yw
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(5/15)

共通分野関連記事詳細（23/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5692.html
https://mp.weixin.qq.com/s/firOKu9c65XeZSgZhxeFyw
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共通 中国 8-C10 Wang Yong
氏は、第83
回IEC総会
にてより良
い生活の革
新と発展を
リードする
標準的な
品質達成に
ついて強調

10月22日 Wang Yong国務委員は、第83回IEC総会にて習近平国家主席からの
祝辞を代読した後、中国の標準化に関する取り組みについて講演

 祝辞内容：
• 中国の標準関連作業を推進することで、標準分野における国際協力
の強化を目指すことを発表

• また、国際標準システムとガバナンス構造を改善することで、新時代
に適応した持続可能な開発の牽引を目指すことを発表

 Wang Young国務委員発言 要旨：
• 「現在の中国経済は質の高い発展に向かっており、今後は標準化戦
略を徹底的に実施し、高レベルの標準システムの構築が必要である」

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www

.samr.gov.

cn/xw/gwy/

201910/t2

0191022

307552.ht

ml

8-C11 企業数300
超え、中国
規制当局が
認可済ブ
ロックチェー
ン企業リスト
発表

10月22日中国の国家インターネット情報局（Cyberspace Administration of 

China）は、認可を受けたブロックチェーンサービス業者のリストを公開
 リスト概要：

• 309の企業、あるいはブロックチェーンサービスが掲載
• 金融のみならず、医療、サプライチェーン、教育等の分野のサービ
スを包含

Coinpost https://coin

post jp/?p

=113880

8-C12 Tian 

Shihon氏が
中国欧盟商
会の
議長と会談

10月22日 SAMR（国家市場監督管理総局）は、中国欧盟商会と中欧貿易における
規格と製品の品質と安全性の監視に関する問題について意見を交換
（10月17日）

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www

.samr.gov.

cn/xw/zj/2

01910/t20

191022 3

07531.htm

l

1907

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(6/15)

共通分野関連記事詳細（24/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.samr.gov.cn/xw/gwy/201910/t20191022_307552.html
https://coinpost.jp/?p=113880
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201910/t20191022_307531.html
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共通 中国 8-C13 中国が
IEC/TC100
の年次会議
の3回目の
開催に成功

10月23日第3回IEC/TC 100 Audio, video and multimedia systems and 

equipmentの年次会議が開催され、中国専門家がAR,VR、IoT等分野に
おける標準化活動について紹介（10月14～20日@上海、中国）

 IEC/TC 100概要：
• オーディオ、ビデオ、マルチメディアシステムおよび機器の技術分野に
関連する国際標準化を実施

• 近年は、Active Assisted Living（AAL）分野にも取組み
• 中国国内委員会としては、SAC/TC 242 Audio, video and 

multimedia systems and equipmentが活動
 会議概要：

• 中国の専門家がAR、VR、IoT、音声制御インテリジェントシステムに
おける中国市場の進展と標準化に関する取り組みを紹介

• また、中国の代表団は3つの新しい標準プロジェクトを提案、承認
• 今後は、国際標準の提案資料の準備及びレビューを実施予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5681

.html

8-C14 中国の習近
平主席、ブ
ロックチェー
ン導入「加
速化させる」
｜イノベー
ション促進
の中核技術
と強調
【ニュース】

10月25日中国の習近平国家主席は、標準化に関する研究を含むブロックチェーン
技術の推進を指示（10月24日）

 指示内容：
• ブロックチェーン分野で中国が主導的な地位に立ち、産業上の優位性
を獲得する必要性を強調

• ブロックチェーンの標準化に関する研究の強化、ブロックチェーン技術
のガイダンス整備と規制の強化、ブロックチェーンのセキュリティ
リスクの研究と分析の強化等を指示

Cointelegraph https://jp c

ointelegra

ph.com/ne

ws/breakin

g-chinas-

xi-jinping-

urges-

accelerate

d-

blockchain

-

technology

-adoption
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(7/15)

共通分野関連記事詳細（25/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5681.html
https://jp.cointelegraph.com/news/breaking-chinas-xi-jinping-urges-accelerated-blockchain-technology-adoption
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共通 中国 8-C15 2019年
IEC/SEG 

10会議に
参加

10月28日中国電子技術標準化研究院は、2019年IEC/SEG 10 Ethics in 

Autonomous and Artificial Intelligence Applications会議に参加
 IEC/SEG 10概要：

• AI倫理に関する国際標準化を推進
 会議概要：

• WG1"AAA Societal and Ethical Foundations"及びWG 2"AAA 

Specific Ethical Requirements"の作業進捗及び次フェーズの作業
スケジュールを確認

 今後の予定：
• SEG 10 2020第1回会議を実施（2020年3月＠シンガポール）
• 第2回会議を実施（2020年10月@IEC総会、スウェーデン）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5714

.html

8-C16 2019年の
国家標準化
総合改革パ
イロットエク
スペリエン
ス交換会議
が義鳥市で
開催

10月29日 2019年の国家標準化総合改革パイロットエクスペリエンス交換会議が
開催（10月20日@義鳥市、中国）

 会議概要：
• 標準化改革のパイロット作業状況を確認し、今後の作業を進捗させる
ための要件を提示
• トップレベルの設計を強化し、標準化改革作業と党委員会の間の
タスクを調整

• 理論的研究及び経験モデルを要約し、第三者評価を実施
• 宣伝とコミュニケーションを強化

 参加者：
• 浙江省、山西省、江蘇省、山東省、広東省を含む5つの州、3つの
都市、2つの郡より関係者が出席

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191029

343854.ht

m
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(8/15)

共通分野関連記事詳細（26/46）

共通テーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.cesi.cn/201910/5714.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201910/t20191029_343854.htm
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共通 中国 8-C17 中国標準化
専門委員会
が標準化戦
略について
議論

10月29日中国標準化専門委員会の戦略的作業シンポジウム、「中国標準2035」
プロジェクトセミナー、中国標準化専門委員会学術会議を開催

 会議概要：
• IEC総会（10月24日＠上海）及び第2回青島国際標準化フォーラム
（10月28日 @青島）時に、関連会議を開催

• 国際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）、欧州標準化委員
会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）の他、米国、英国、
フランス、ドイツ、オーストリアなどの国家標準化機関、中国の標準化
機関及び大学等専門家が出席

• 中国での標準化戦略の実施に関連する重要な問題について議論
• 標準システムの再構築、標準化システムメカニズムの革新、
標準化機能の強化、標準の国際化等、主要な課題を確認

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1910/t201

91029 30

7984 html

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201910/t2

0191029

343856.ht

m

8-C18 Tian 

Shihong氏
がフランス
国家標準化
機関の会長
と会合

10月30日国家市場監督管理総局（SAMR）は、フランスAFNOR代表者及び
Orléans副市長と意見交換を実施（10月29日）

 意見交換概要：
• 第2回青島国際標準化フォーラム（10月28日@青島）中に意見交換
を実施

• 都市間の標準化協力の状況に関して議論

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1910/t201

91030 30

8013 html

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201910/t2

0191031

343858.ht

m

1910

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(9/15)

共通分野関連記事詳細（27/46）

共通テーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201910/t20191029_307984.html
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201910/t20191030_308013.html
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共通 中国 8-C19 2019年の第
3版推奨国
家標準計画
に関する
国家標準化
管理委員会
の通知

10月30日国家標準化管理委員会（SAC）は、第3版推奨国家標準計画に関する
国家標準化管理委員会通知を発行（10月17日）

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http://www.

samr.gov c

n/bzjss/tzg

g/201910/

P0201910

30305654

280112.pd

f

8-C20 Tang Jun氏
はシンガ
ポール企業
開発委員会
の標準及び
認証部部長
Cai Xiuju氏
と会談

10月31日国家市場監督管理総局（SAMR）は、シンガポール企業開発委員会の
標準及び認証部部長と意見交換を実施（10月30日）

 意見交換：
• 認証、検査、試験における協力強化に関して議論

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1910/t201

91031 30

8032 html

1911

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(10/15)

共通分野関連記事詳細（28/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.samr.gov.cn/bzjss/tzgg/201910/P020191030305654280112.pdf
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201910/t20191031_308032.html
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共通 中国 8-C21 中国電子技
術標準化研
究院が中国
国際デジタ
ル経済博覧
会－ブロッ
クチェーン
アプリケー
ションと産業
開発のハイ
エンドフォー
ラムを開催

10月12日中国国際デジタル経済博覧会－ブロックチェーンアプリケーションと産業
開発のハイエンドフォーラムが工業情報化部等の主催により開催
（10月10日＠河北省石家荘）

 主催：
• 工業情報化部
• 河北省
• 中国電子技術標準化研究院(CESI)

 フォーラムの目的：
• 標準化研究の促進、オープンソースエコロジーの育成、ブロックチェー
ンの適用の促進、中国におけるブロックチェーンテクノロジーと産業の
健全な発展の促進

 フォーラム概要：
• 工業情報化部情報ソフトウェアサービス部Li Shunfu副局長、、河北
省産業情報技術部Xu Kehua副局長、Zhao Bo CESI会長がブロック
チェーン業界の現状についてスピーチ

• 中国工学アカデミーNi Guangnan氏が、「オープンソースが唯一の方
法でイノベーションが最初の原動力」、中国大使館産業革新科学技術
省Bang Joan氏が「オーストラリアのブロックチェーン産業開発動向」
をテーマに基調講演

 参加者：
• 政府、企業、投資機関、ニュースメディアから約300人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5650

.html

1912

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(11/15)

共通分野関連記事詳細（29/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201910/5650.html
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共通 中国 8-C22 遼寧省世界
標準の日広
報キャン
ペーン及び
ビデオ標準
アプリケー
ションサイト
広報カン
ファレンスを
大連で開催

10月16日遼寧省世界標準の日広報キャンペーン及びビデオ標準アプリケーション
サイト広報カンファレンスを大連で開催（10月14日 @大連、中国）

 背景：
• 2019年10月14日が第50回「世界標準の日」であることに因み開催

 主催：
• 遼寧省市場監督局及び大連市市場監督局

 参加者：
• 計120人以上の関係者

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/df/20

1910/t201

91016 30

7400 html

8-C23 National 

Standards 

Pavilionは、
世界標準の
日パブリック
オープン
デーに関す
る特別講義
を開催

10月16日CNISは、2019年世界標準の日公開特別講演会を開催（10月15日）
 背景：

• 2019年10月14日が第50回「世界標準の日」であることに因み開催
 イベント概要：

• ISO規格等、国際規格開発の歴史や中国規格の国際化等に関する
講義を実施

 参加者：
• China Disabled Aids Center、中国中車等、関係者100人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201910/t

20191016

45695.ht

ml

8-C24 IEC適合性
評価に関す
る国際会議
が上海で
開催

10月18日第83回IEC総会の関連イベントとして、IEC適合性評価国際セミナーを
開催（10月18日@上海、中国）

 主催：
• China Certification & Inspection Group （CCIC）及びChina Quality 

Certification Centre （CQC）が主催
 セミナー概要：

• 「適合性評価の促進に向けた新産業及び新技術に関する機会」に
焦点を当て、多国間協力及び相互利益モデルについて議論

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1910/t201

91018 30

7488 html

1913

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(12/15)

共通分野関連記事詳細（30/46）

共通テーマ別情報詳細

http://www.samr.gov.cn/xw/df/201910/t20191016_307400.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201910/t20191016_45695.html
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201910/t20191018_307488.html
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共通 中国 8-C25 第83回IEC
会議中国特
別イベント
2019イン
ターネット+
インテリジェ
ントテスト
（上海）国際
セミナーが
開催

10月22日 2019年インターネット+インテリジェントテスト（上海）国際シンポジウムを
開催（10月20日@上海、中国）

 イベント概要：
• 国家市場監督管理総局、上海市市場監督局、上海市人民政府が
共同で開催

• 中国における第83回IEC会議活動の1つとして、インテリジェントテスト
の分野における開発動向、検査およびテスト業界の技術革新に対す
る人工知能の影響、検査及びテスト業界の改善及びモデルの革新等
について議論

• 政府、大学、研究機関、第三検査機関等、約300人の専門家が参加

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201910/t2

0191022

343814.ht

m

8-C26 IoT標準イノ
ベーション
開発サミット
フォーラム
の開催に
関する
お知らせ

10月25日CESIは、IoT標準イノベーション開発サミットフォーラムを開催予定
（11月13日@北京、中国）
 IoT関連企業及び機関に対し、参加登録を呼びかけ

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5700

.html

1914

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(13/15)

共通分野関連記事詳細（31/46）

共通テーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhxw/201910/t20191022_343814.htm
http://www.cesi.cn/201910/5700.html
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共通 中国 8-C27 国家市場監
督管理総局
は第83回
IEC総会を
開催し記者
会見を実施

10月28日国家市場監督管理総局（SAMR）は、第83回IEC総会の記者会見を行い、
会議の成果を報告

 背景：
• 第83回IEC総会を開催（10月14～25日）

• 100カ国以上から3,800人以上の専門家がイベントに参加
• 90以上の技術委員会と小委員会、200以上のWGが800以上の専
門家会議を開催
• 家電及び軽工業標準技術産業研究院（SAC/TC46）は、TC 61 

Safety of household and similar electrical appliancesの会議
に参加

• 中国電子技術標準化研究院は、IEC/TC 86 Fibre opticsの会
議に参加

 会議の成果概要：
• 電気および電子分野における1,000以上の国際規格の策定及び改訂
作業を推進

• IECの4つの適合性評価システムを承認
• IECガバナンスシステム改革に向け、新事務総長及び若手専門家
リーダーを選出
• 若手専門家リーダーとして、3年連続中国の専門家を選出

• 最先端技術分野における国際規格開発及び適合性評価システムを
議論

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

家電及び軽工
業標準技術産
業研究院
（SAC/TC46）

http://www.

samr.gov c

n/xw/xwfbt/

201910/t2

0191028

307950.ht

ml

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201910/t2

0191029_

343853.ht

m

http://www.

cesi.cn/20

1910/5707

.html

http://www.

cheari ac c

n/index ph

p/Show/cid

/14/aid/79

8

1915

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(14/15)

共通分野関連記事詳細（32/46）

共通テーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201910/t20191028_307950.html
http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201910/t20191028_307950.html
http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201910/t20191028_307950.html
http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201910/t20191028_307950.html
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共通 中国 8-C28 2019年青島
国際標準化
フォーラム
開催

10月29日第2回青島国際標準化フォーラムが開催され、国際標準化機関関係者ら
が参加（10月28日@青島、中国）

 イベント概要：
• 国際標準と第4次産業革命をテーマに、海洋産業、インテリジェント
製造、グリーン環境保護、新ディスプレイ産業の技術開発、人材育成
等の分野についてセミナーを開催

 参加者：
• 国際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）、国際電気通信
連合（ITU）等の国際標準化機関の他、大学や企業等の関係者730人
以上が参加

 Tian Shihong氏（Deputy Director, SAMR）発言概要：
• 「中国は、標準化の国際協力をさらに強化し、中国標準と国際標準間
の戦略的ドッキングとシステムの互換性を積極的に促進する」

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

国家標準化
管理委員会
（SAC）

*1

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1910/t201

91029 30

7980 html

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201910/t2

0191029

343852.ht

m

1916

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(15/15)

共通分野関連記事詳細（33/46）

共通テーマ別情報詳細

*1 10月31日取得時の情報に基づく

http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201910/t20191029_307980.html
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共通 シンガ
ポール

8-A1 シンガポー
ルのデジタ
ル変革をサ
ポートする
サイバー
セキュリティ
標準ロード
マップ開発
のため
Singapore 

Standards 

Councilの
下に設立さ
れた
Coordinatin

g 

Committee 

for 

Cybersecur

ity 

10月1日 Coordinating Committee for Cybersecurity（CCCY）は、サイバーセ
キュリティ標準ロードマップを開発中であることを紹介

 CCCY概要：
• Cyber Security Agency of Singapore(CSA)とEnterprise 

Singaporeが、Singapore Standards Council (SSC)の下にCCCYを
設立（2018年8月）

• シンガポールにおけるサイバーセキュリティ情報の共有を促進し、5年
間のサイバーセキュリティ標準ロードマップを策定

• 政府機関、民間企業、学術機関の関係者がメンバーとして参加
 今後の予定：

• 2020年に、ロードマップを公開予定
• CSAのシンガポールのサイバーセキュリティ戦略と一致する3つの柱
より構成
• レジリエントなインフラストラクチャの構築
• より安全なサイバースペースの構築
• 活気のあるサイバーセキュリティエコシステムの開発

Enterprise 

Singapore 

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/octob

er/coordin

ating-

committee-

for-

cybersecur

ity-formed-

under-the-

singapore-

standards-

council-to-

develop-

cybersecur

ity-

standards-

roadmap

1917

【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(1/5)

共通分野関連記事詳細（34/46）

テーマ別情報詳細 共通
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共通 シンガ
ポール

8-A2 シンガポー
ルは2020年
初頭にAI
エンジニア
向けの最初
の認定フ
レームワー
クを導入

10月30日シンガポールは、2020年初頭にAIエンジニア向けの初のスキル認定
フレームワークを導入予定

 認定フレームワーク概要：
• AIスキルは3段階で認定

• レベル1の資格取得には、1年間の実務経験及び最低50万ドル
相当のAIプロジェクトへの参画が必要

• レベル2および3では、申請者は、AIエンジニアリングチームと複数
のAIアプリケーションをそれぞれ管理する能力及びその実証が
必要

• 当認定への応募は来年初めに開始予定

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/s

ingapore/si

ngapore-

to-roll-out-

first-

certificatio

n-

framework

-for-ai-

engineers-

in-early-

2020
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共通 シンガ
ポール

8-A3 シンガポー
ル国際
サイバー
ウィーク
2019-
ハイライトと
お客様の声

10月8日 CSA（シンガポール政府/サイバーセキュリティ庁）は、第4回Singapore 

International Cyber Week （SICW）を開催
 イベント概要：

• CSAが開催し、60か国以上から10,000人が参加
 主な発表内容：

• CSAは、Operational Technology (OT) Cybersecurity Masterplan
を開始

• CSAとEnterprise Singaporeが形成したCoordinating Committee 

for Cybersecurity (CCCY)は、サイバーセキュリティ標準ロードマップ
を公開予定（2020年）

• CSAは、Nanyang Technological Universityと共同でNational 

Integrated Centre for Evaluation (NICE)を設立予定（2020年）
• サイバー関連製品のテストと評価、サイバーセキュリティ評価技術
の研究、サイバー専門家向けトレーニングの提供を予定

• CSAは、第4回ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity 

(AMCC)を開催
• CSAは、ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence 

(ASCCE)を開始
• CSAは、Dutch National Cyber Security Centre (NCSC)と共同で、
レポート"The Internet of Things (IoT) Security Landscape Study"
を発行

Cyber Security 

Agency of 

Singapore 

(CSA)

https://ww

w.csa.gov.

sg/news/pr

ess-

releases/si

cw-2019---

highlights-

and-

testimonial

s
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共通 シンガ
ポール

8-A4 ASEAN加
盟国は、正
式なサイ
バーセキュ
リティ調整
メカニズム
の前進に
同意

10月2日 Singapore International Cyber Week 2019の一環として、第4回
ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity (AMCC)が開催

 協議内容：
• 主要なサイバーセキュリティの問題及びASEANにおけるサイバー
セキュリティの取組みの正式な調整メカニズムの必要性について議論
• シンガポールは、各国からの情報を基にASEAN Cybersecurity 

Coordination Mechanism Paperを起草
• サイバー空間におけるルールベースの国際秩序に対する地域のコ
ミットメントを再確認

 今後の予定：
• ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN) 
及び関係ステークホルダー会議にて追加の検討を予定

Cyber Security 

Agency of 

Singapore 

(CSA)

https://ww

w.csa.gov.

sg/news/pr

ess-

releases/a

mcc-

release-

2019

インド
ネシア

8-A5 インドネシア
が2025年の
IEC総会を
主催

10月29日 IECの評議会で、2025年のIEC総会をインドネシアで開催することが決定
 英国が2024年の開催を希望したため、インドネシアでの開催が翌年の2025年に
スライド

 IEC総会には、技術会議、ワークショップ/セミナー、会議等の関連セッションを
含めて165の加盟国から1,500人～3,900人の代表が参加見込み

 本決定により、インドネシアはIECの全国委員会を通じて、今後6年間の準備を
実施する予定

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10623/in

donesia-

menjadi-

tuan-

rumah-iec-

gm-2025
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共通 ベト
ナム

8-A6 試験装置・
技術に関す
る展示会
「VinaLAB 

2019」が
初めて開催

10月28日ベトナム試験研究所協会が試験技術等に関する情報を提供する
「VinaLAB 2019実験装置・技術展」を開催（10月27日＠ハノイ）

 展示会の目的：
• 試験機関が消費者・企業・当局の要望を満たしながら労働生産性を改
善し、信頼性醸成するための新たな試験装置や技術に関する
学習機会を提供

 対象テーマ：
• 分析、試験、化学品、消耗品、工具、機器、技術ソリューション

 対象分野：
• 農業、製造業、建設、電子、郵便・通信、情報技術、医薬品、石油・ガ
ス、食品安全衛生、環境

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/10/lan-

dau-tien-

cac-thiet-

bi-va-

cong-

nghe-thu-

nghiem-

duoc-

trung-nay-

tai-trien-

lam-

vinalab-

2019/
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共通 国際 8-O1 ITUがブロッ
クチェーン
の採用に
関するガイ
ダンスを
発行

10月1日 ITUは分散型元帳技術(DLT)のITUフォーカスグループがブロックチェーン
の採用に関するガイダンスを発行したと発表

 背景：
• ブロックチェーンと分散型台帳技術（DLT）のユースケースは、テレ
コム、金融、エネルギー、サプライチェーン、政府等他分野にて出現

 ガイダンス内容：
• DLTの約60のユースケースとその分析
• DLTの規制への影響を考慮するためのフレームワーク
• 予想されるDLTへの影響を考慮した、将来の技術開発予測

ITU NEWS https://new

s.itu.int/itu-

issues-

guidance-

blockchain

-adoption/

8-O2 気候変動を
考慮した
フロンティア
技術の検討
方法：リー・
チェサブ

10月2日 ITU Newsにおいて、Green Standards Weekで開催された「気候変動
に取り組み、循環経済を実現するためのフロンティアテクノロジー」に関す
るフォーラムでの冒頭発言を紹介
 冒頭発言では、環境と循環経済におけるITUの標準化活動について紹介

• 電子廃棄物の健全な管理のためのフレームワークの提供
• ICTのレアメタルコンポーネントのリサイクルの支援
• データセンターのエネルギー効率を最適化するメカニズムの提供

 AI、自動化の増加、スマートマニュファクチャリング時代の環境効率研究を目的と
して、新規ITUフォーカスグループを作成したことについても言及

ITU NEWS https://new

s.itu.int/ho

w-to-

consider-

frontier-

technologi

es-in-view-

of-climate-

change-

chaesub-

lee/
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共通 国際 8-O3 国際ビッグ
データ標準
として承認
された韓国
の提案

10月14日科学・ICT省国立電波研究局における国立無線研究庁は、韓国のビッグ
データ関連の標準化計画がJTC 1によって国際標準として承認された
ことを発表(10月13日)

 新規規格概要：
• ビッグデータの収集、保存、処理の各段階に必要な共通の機能と
役割を定義

• データプロデューサーとサービスプロバイダーの間で必要なデータ
配布標準を提案

 （参考）科学・ICT省における取り組み：
• 2014年以来、JTC 1や国際電気通信連合（ITU-T）の電気通信標準
化部門等の標準化組織を介し、合計17の国際規格を作成

• さらにTelecommunications Technology AssociationやIntelligence 

Information Technology Forumなどの民間組織と協力し、自動運転
の周囲認識、AI性能評価等に関連する20以上の基準に着手

Business 

Korea

http://www.

businessk

orea.co.kr/

news/articl

eView.html

?idxno=36

941

8-O4 韓国がAI
標準化の
提案を提出
韓国がAI
標準化に
関する議論
に参加

10月14日通産産業省下の韓国技術標準局は、10月7日から11日まで開催された
東京でのISO / IEC JTC1 / SC42会議に9人の専門家の代表団を派遣
したことを発表(10月13日)

 会議における提案事項：
• 代表団がスマートマニュファクチャリング、自動運転、バイオヘルスな
どのデータ中心の産業に必要なAI関連のビッグデータ参照アーキテ
クチャの標準を提案

• ビッグデータワーキンググループの標準化のスコープをデータ及び
ビッグデータエコシステムに拡大することを提案

• AIサービスの標準化を促進を目的とした諮問グループの設立を提案
 今後の提案予定事項：

• 米国とともに韓国のAIデータフレームワークテクノロジーを新しい
プロジェクトとして提案予定

Business 

Korea

http://www.

businessk

orea.co.kr/

news/articl

eView.html

?idxno=36

939
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共通 国際 8-O5 ISOは最近、
ITサービス
マネジメント
システムに
関する国際
規格の
新改訂版を
リリース

10月16日 ISOは、ITサービスマネジメントシステム（ITSMS）に関する
ISO / IEC 20000シリーズ規格を改訂

 改訂規格：
• ISO/IEC 20000-2:2019 Information technology — Service 

management — Part 2: Guidance on the application of service 

management systems

• ISO/IEC 20000-3:2019 Information technology — Service 

management — Part 3: Guidance on scope definition and 

applicability of ISO/IEC 20000-1

 新規発行：
• ISO/IEC TR 20000-7:2019 Information technology — Service 

management — Part 7: Guidance on the integration and 

correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and 

ISO/IEC 27001:2013

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201910/t

20191016

45691.ht

ml
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共通 国際 8-O6 ITUがAI for 

Goodの取り
組みを強化
する方法

10月24日 ITU NEWSは中国のWuzhenで開催された第6回Wuzhen World 

Internet Conferenceの「AIフォーラム」におけるITU副事務総長
Malcolm氏の発言を紹介
 AIの発達におけるITUの取り組みについて紹介

• 「AI for Good Global Summit」を毎年開催し、世界各国より数千人の
AIイノベーターと官民の意思決定者が参加

• 中国の支援を受け「自動運転と支援運転のためのAI」に関する新規フォー
カスグループを設立。さらにITUはAIに関し、別途2つのフォーカスグループ
を設置

 「北京AIの原則」について言及
 「北京AIの原則」概要：

• 北京人工知能アカデミーが発表
• 北京大学、清華大学、中国科学院自動化研究所、コンピューティング
技術研究所、バイドゥ、アリババ、テンセント等、著名な技術組織や
技術企業と共同開発

ITU NEWS https://new

s.itu.int/ho

w-itu-is-

ramping-

up-its-

efforts-on-

ai-for-

good/
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共通 国際 8-O7 ISO/IEC 

JTC 1/SC 

42の第4回
総会が東京
で開催

10月29日 ISO/IEC JTC 1/SC 42"Artificial intelligence"の第4回総会及びWG
会議が開催（10月7～11日@東京）

 ISO/IEC JTC 1/SC 42概要：
• 2018年4月に設立
• 28のPメンバー、13のOメンバー、及び394の登録専門家を保有
• 5つのWG及び1つのJWGを保有

 協議内容：
• 日本産業標準調査会（JISC）が主催となり、各WGにおける作業の進
捗状況を共有
• WG1：ISO/IEC 22989 Artificial intelligence concepts and 

terminology及びISO/IEC 23053 Framework for artificial 

intelligence systems using machine learningのCD投票フェーズ
への進捗を報告

• WG2：ISO/IEC AWI TR 20547 Information technology – Big 

data reference architectureの開発状況の共有及びISO/IEC 

24668 Information technology - Artificial intelligence --Process 

management framework for Big data analyticsの
開発スケジュールを決定

• WG3：リスク管理、AIシステムの逸脱、ニューラルネットワークの堅
牢性評価等、進行中のプロジェクトを共有

• WG4：ISO/IEC NP TR 24030 Information technology –

Artificial Intelligence (AI) – Use casesの進捗を報告
• WG5：4つの潜在的な作業項目について議論

• AI管理システム標準の諮問グループの設立を発表
 参加者：

• 23の加盟国から100人以上の専門家が出席
 今後の予定：

• 総会を開催予定（2020年4月6～10日@ヴェルサイユ、フランス）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1910/5713

.html
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共通 国際 8-O8 世界都市
デー：ISO
標準で世界
を変える

10月30日 ISOは、世界都市デーに合わせデジタルイノベーションに関するISOに
おける国際標準化活動について紹介

 世界都市デーテーマ：
• 「世界を変える：革新と未来の世代のためのより良い生活」

 世界都市デー目標：
• テーマ達成に向け、デジタルイノベーションをどのように使用可能かに
ついて認識を向上

 紹介されたデジタルイノベーションに関するISO標準化活動：
• 持続可能な開発目標の達成分野についてはISO 37100(Sustainable 

cities and communities)を策定
• インテリジェント製造分野については800超のISO規格を策定
• サイバーセキュリティ分野についてはISO / IEC 27000シリーズを含
む約200規格を策定

• コネクテッドトランスポート分野については270超の規格を策定。
さらに70規格を新規開発中(自動運転車や、電気・水素自動車を支援
する自動車関連の規格を含む）

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref244

7 html
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共通 国際 8-O9 ITU世界無
線通信会議
(WRC-19)
が明日の
デジタル環
境で重要な
役割を果た
す

10月8日 ITUはThe World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-

19)を開催予定であると発表(10月28日～11月22日@エジプト(予定))
 主にモバイルテクノロジーの新しいイノベーションの促進や、国際移動通信(IMT)
の将来の発展を目的とした追加周波数帯域を特定。さらにIMT-2020ネットワーク
(5G)の展開やSDGsの目標達成に向けた討議も実施予定

 討議予定内容(抜粋)：
• 効果的な気候行動のためのツール提供
• ヘルスケアへのより良いアクセスの構築
• エネルギー効率の改善
• インテリジェント輸送システムとMachine to Machine通信の促進、等

 参加者：
• 193のITU加盟国
• オブザーバーとしてITU無線通信セクター(ITU-R)より267のメンバー
機関、計3500人以上が参加予定

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

MA15 asp

x
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共通 国際 8-O10 IEC総会が
上海で開催

10月18日 IECは、中国IEC全国委員会および中国標準管理局（SAC）が
第83回IEC総会を開催したことを発表(@上海)

 参加者：
• 173か国より約4,000人の代表者が参加

 総会テーマ：
• 「より良い品質とより良い生活-信頼性、安全性、効率性」

 開催予定のイベント：
• IEC諮問委員会（ACEA）による循環経済に関する環境側面に関する
ワークショップ

• IEC Young Professionals Program（YPP）による、AI、IoT、製品の
グローバル市場投入、標準開発プロセス、標準へのシステム
アプローチ等のトピックに関する対話型セッション

• IECに対し多大な貢献をした個人に対するトーマスエジソン賞の
授与、等

IEC Blog https://blog

.iec ch/201

9/10/iec-

general-

meeting-

set-to-

open-in-

shanghai/

8-O11 量子情報技
術：新しい
ITUフォーカ
スグループ
が中国で
最初の会議
を開催

10月23日 「ネットワーク向けの量子情報技術」に関する新規ITUフォーカスグループ
は、済南量子工学研究所の主催により初会議を開催予定
(12月9日~10日@中国済南予定)
 新規フォーカスグループはICTネットワークにおける予測されるアプリケーションを
考慮し、量子情報技術の進化を研究

 初期研究の対象：
• 「量子乱数生成器」の仕様
• ICTネットワークの「量子鍵配布」への統合方法
• ICTネットワークにおける量子情報技術の潜在的なユースケースの
分析と、関連用語の調整

ITU NEWS https://new

s.itu.int/qu

antum-

informatio

n-

technology

-first-

meeting/
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✔ 欧州 1-E1
ドイツの200以上の民間銀行を代表するロビーグループがデ
ジタルユーロを呼びかけ

Business Insider

✔ 欧州 1-E2
EU、Libraに警戒し、公開デジタル通貨の発行を検討：
ドラフト

Reuters

✔ ✔ 欧州 1-E3
EBAは、欧州委員会に国境を越えた活動の拡大促進を
要請

Ecommerce Europe

✔ ✔ 欧州 1-E4
EU銀行が新しい気候戦略とエネルギー融資ポリシーを
開始

Energy Industry Review

✔ フランス 1-E5
1858-プレスリリース-フランスはブロックチェーンの規制
枠組みを採用した最初の欧州諸国の1つ

Ministère des E'conomie et des Finances 

(MINEFI)

✔ 欧州 1-E6
グリーンファイナンスの規制を検討している欧州連合-

41兆ドルの市場
THE STRAITS TIMES

✔ フィンランド 1-E7 持続可能な金融の標準化は興味深い Suomen Standardisoimisliitto（SFS）

✔ スウェーデン 1-E8
スウェーデンのNAOは、金融商品に関する消費者保護
のためのEU規制レビューの必要性を示唆

Investment Europe

✔ 米国 1-U1
新報告書 低炭素の未来のためのバンキング：
気候危機の時代における金融

Boston Common Asset Management

✔ 米国 1-U2
提案された法案により、米国大手銀行は気候変動ストレステ
ストを受ける可能性

Reuters

✔ ✔ 米国 1-U3 米国議会は、金融技術とデータプライバシーに取り組む CoinTelegraph

✔ ✔ 中国 1-C1

広東、香港、マカオ、大湾地区の電子署名相互承認
ワーキンググループが設立され、最初のワーキング
グループ会議が開催

中国工業情報化部

✔ 中国 1-C2 中国のグリーンファイナンス市場は着実に拡大：報告 Xinhua

✔ ✔ ✔ 中国 1-C3 国家標準委員会が新たに標準化技術委員会を設立 中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ 中国 1-C4
国家金融標準化技術委員会の2019年ワーキング会議と第4
委員会の第3回全体会議が北京で開催

全国金融標準化技術委員会（SAC/TC180）

✔ ✔ ✔ 中国 1-C5

中国電子技術標準化研究院が議長を務める2019年全国情
報技術標準化技術委員会生体認証小委員会技術委員会
（SAC / TC28 / SC37）第2回会議が北京で開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）
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✔ 中国 1-C6 金融標準は、金融業界が両方向で開く能力を大幅に強化 中国電子商務研究中心（CECRC）

✔ 中国 1-C7
中国工業情報化部は、グリーンクレジットポリシーの研究と推
進を組織

中国工業情報化部

✔ 中国 1-C8
工業情報化部がブロックチェーンの標準化に関するセミナー
を開催

中国工業情報化部

✔ 中国 1-C9
中国電子技術標準化研究院がブロックチェーンの標準化に関
するセミナーを開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 1-C10

中国電子情報産業連盟
電子署名と信頼できるサービス開発アライアンスの準備開始
式が深圳で開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ シンガポール 1-A1
海運セクターのより持続可能な燃料への移行をサポートする
新たな規格

Enterprise Singapore

✔ シンガポール 1-A2
シンガポールは気候変動対策を推進するためにグリーンファ
ンドに20億ドルを投資

The Straits Times

✔ ✔ ベトナム 1-A3
国営銀行が決済サービスプロバイダーにおける外国人の所
有権を引き下げ

VietNam News

✔ タイ 1-A4 10社以上が来年以降にグリーンボンドを開始 Bangkok Post

✔ ✔ タイ 1-A5 暗号通貨：タイは2020年に規制の枠組みを変更予定 International Business Times

✔ 国際 1-O1
【国際】国連グローバル・コンパクト、企業のSDGsファイナン
ス拡大ガイダンス発行。幅広く手法解説

Sustainable Japan

✔ ✔ 国際 1-O2
Financial Action Task ForceはデジタルIDに関するガイダン
スドラフトで生体認証を検証

Biometric update.com

✔ ✔ ✔ 国際 1-O3 COP25および関連イベント
Energy Management Working Group

（EMWG）

✔ 欧州 2-E1
ロシア、エカテリンブルクでの第16回IMDRF会議–会議資料
が利用可能

Alliance of European medical technology 

industry associations（MedTech Europe）

✔ 欧州 2-E2
MedTech Europeは、デジタルヘルス変革に関するPolitico

ワークショップに貢献
Alliance of European medical technology 

industry associations（MedTech Europe）

✔ 欧州 2-E3 MDCGサブグループ内のガイダンス開発
Alliance of European medical technology 

industry associations（MedTech Europe）
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✔ 欧州 2-E4
MDRおよびIVDRの実装をサポートするために発行されたソ
フトウェアの条件と分類のガイダンス

Alliance of European medical technology 

industry associations（MedTech Europe）

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E5
2020年の欧州標準化のための年次連合作業プログラム
が公開！

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 英国 2-E6 BSIはオランダの通知機関の医療機器規制の指定を達成 British Standards Institution (BSI)

✔ 欧州 2-E7
ドイツは、IECの新しい共同諮問グループの議長職を引き受
け

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 米国 2-U1
UL8400の発表を通じ、ULはAR・VR・MRの安全性の向上を
追求

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 2-U2 医療機器としてのソフトウェアにおけるAIと機械学習 US Food and Drug Administration (FDA)

✔ ✔ 米国 2-U3 IBMは顔認証禁止を避けるため規制を要求 AXIOS

✔ 米国 2-U4

上院議員らは、Googleによるデータ取引を受け、医療保険の
相互運用性と説明責任に関する法律のアップデートを
呼びかけ

POLITICO

✔ ✔ 米国 2-U5
マイクロソフトは、カリフォルニア州のデジタルプライバシー法
を全米で適用

HelpNetSecurity

✔ 米国 2-U6
ANSIは、世界トイレデーにあたって安全と健康のために
果たす規格の役割を認識

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国 2-U7
TÜV SÜDとASTMインターナショナルは、付加製造（AM）
データのパートナーシップを発足

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 2-U8
利用者の健康データ保護を推進するため、スーマートウォッチ
データ法案が提案される

HIPPA Journal

✔ 米国 2-U9 AMIAは、NIHにFHIRを活用したR&Dを支援するよう要求
Association of Moving Image Archivists 

(AMIA)

✔ ✔ 米国 2-U10
FDAは、安全配慮のために改良を予定する電子タバコの製
造業者に対し適合審査のポリシーを説明

US Food and Drug Administration (FDA)

✔ 米国 2-U11
FDAは、医療機器のイノベーションとサイバーセキュリティに
280万ドルの補助金を支出

HIT Infrastructure

1935

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(3/22)

テーマ別情報一覧



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ 米国 2-U12
FDAは、QSR/ISO 13485の整合化を目指した規則策定を延
長

Mondaq

✔ ✔ 中国 2-C1 電気圧力鍋エネルギー効率技術規格策定会議を常州で開催 中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 2-C2
ISO / IEC JTC 1 AG 11 デジタルヘルスアドバイザリーグ
ループの最初の対面会議がインドのニューデリーで開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C3
製品欠陥・安全管理標準化技術委員会（SAC / TC463）2019

年次会議及び規格レビュー会議が北京で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
2-C4

国家標準委員会が新たに標準化技術委員会を設立 中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ ✔ ✔ 中国
2-C5

中国電子技術標準化研究院が議長を務める2019年全国情
報技術標準化技術委員会生体認証小委員会技術委員会
（SAC / TC28 / SC37）第2回会議が北京で開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ 中国 2-C6
第10回家電と照明エネルギー効率に関する国際会議
（EEDAL'19）が開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ シンガポール 2-A1 韓国とシンガポールが医薬品のGMPにおいて協力 Korea Biomedical Review

✔ ベトナム 2-A2
国際的な慣行に沿った電気および電子機器に関する国家規
格

ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ 国際 2-O1 ウェアラブル糖尿病センサーの新しいIEC規格
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O2 大きくはっきりと聞こえる
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O3 テクノロジーは高齢者の負担をどのように軽減しているか
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O4 モバイルデバイスのEMテストの新しい規格
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O5 精神疾患と戦うためのAIとVRの便利なツール
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際 2-O6 UNIDOが工業団地の国際ガイドラインを公開 Modern Diplomacy
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✔ ドイツ 3-E1
DIN SPEC 17071の発行-産業用付加製造の初のガイド
ライン

Deutsches Institut für Normung (DIN)

✔ ドイツ 3-E2 デジタル銘板：Industry 4.0の基礎
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 米国 3-U1
エストニアと米国は中国のHuaweiを排除する5G

セキュリティの覚書に署名
Estonian World

✔ ✔ 米国
3-U2 UL8400の発表を通じ、ULはAR・VR・MRの安全性の向上を

追求
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ 米国
3-U3 TÜV SÜDとASTMインターナショナルは、付加製造（AM）

データのパートナーシップを発足
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 3-U4
ASTMインターナショナルとASTMアメリカは、付加製造（AM）
に関するワークショップを12月9日に開催予定

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 中国 3-C1
インテリジェント製造分野における11の国家規格の策定
計画が承認

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ 中国 3-C2
IEEEマシンビジョンオンラインテスト、ナレッジマッピング、デ
ジタルハイジーン標準ワーキンググループが開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ 中国 3-C3
インテリジェントマニュファクチャリングに関する国家規格の提
案を募集

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ 中国 3-C4
工業情報部「5G + インダストリアルインターネット」に
関する512プロジェクト推進計画に関するお知らせ

中国工業情報化部

✔ 中国 3-C5

中独スマートマニュファクチャリング/Industry 4.0標準化ワー
キンググループの第9回会議がドイツのベルリンで
開催

中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ 中国
3-C6 製品欠陥・安全管理標準化技術委員会（SAC / TC463）2019

年次会議及び規格レビュー会議が北京で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 3-C7
IEEE インテリジェントマニュファクチャリング標準化委員会の
メンバー募集

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ 中国 3-C8
「スマート製造システムソリューションサプライヤーの仕様条
件」を満たす企業のリスト（第2回バッジ）の開示

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 3-C9
2019年第5回グリーンプロダクションと消費に関する交流会議
が済南で開催

中国標準化研究院（CNIS）
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✔ 中国 3-C10
中国電子技術標準化研究院がインテリジェントマニュファク
チャリング及びIndustry 4.0標準化サブフォーラムに参加

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C11

Chen Shaoxiong副大臣が第3回インテリジェントマニュファク
チャリングおよび生産プロセスにおける中国独協力に関する
副大臣会合に出席

中国工業情報化部

✔ ベトナム 3-A1
APOメンバー国のスマートマニュファクチャリングに関する会
議

ベトナム規格・計量・品質総局 （STAMEQ）

✔ ✔ シンガポール 3-A2

シンガポールと韓国が、新たな韓国スタートアップセンターの
設立及び規格と適合性におけるパートナーシップにより経済
的関係を深化

Enterprise Singapore

✔ ✔ ✔ インドネシア 3-A3 標準化ロードマップと適合性評価に関するFGDの議論 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ベトナム 3-A4 ベトナム-APO：品質生産性の分野での協力と開発の強化 ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ ベトナム 3-A5
アジア生産性機構とベトナムは、イノベーションに基づいた生
産性のマスタープランを策定

ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ フィンランド 4-E1 標準はより持続可能で安全な都市を構築 Suomen Standardisoimisliitto（SFS）

✔ ✔ ドイツ 4-E2 持続可能な世界のためのバッテリー
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ドイツ 4-E3 飛行中の宇宙放射線
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 欧州 4-E4
マイクロモビリティの新しい基準は、電子スクーターの
安全性へのアプローチを概説

Intelligent Transport

✔ 欧州 4-E5
欧州の航空グループが共通空域でのドローンの統合を
支援

Avionics International

✔ 欧州 4-E6
ETSI ITSおよび3GPP規格の最初のETSI C-V2X相互
運用性イベントテスト

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ 米国
4-U1

IBMは顔認証禁止を避けるため規制を要求 AXIOS
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✔ 米国 4-U2
Automated Vehicle Safety Consortiumは、ホンダを
新たなメンバーに追加

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U3 ANSIはFAAのDrone Safety Awareness Weekに注目
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国
4-U4 エストニアと米国は中国のHuaweiを排除する5Gセキュリティ

の覚書に署名
Estonian World

✔ 米国 4-U5
自動車メーカーとライドシェアサービス事業者の共同
グループが、自動運転テストの安全運用基準をリリース

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U6 NBAAらは一般的な航空運用を制限する法案に反対
National Business Aviation Association 

(NBAA)

✔ ✔ ✔ 米国
4-U7 TÜV SÜDとASTMインターナショナルは、付加製造（AM）

データのパートナーシップを発足
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 4-U8

米国国家運輸安全委員会はウーバーの事故調査を
踏まえ、「不十分な安全文化」があるとして公道での自動運転
テストの国による事前審査を勧告

Green Car Congress

✔ 米国 4-U9
SAE Internationalは、業界初の動力付きマイクロ
モビリティの区分規格を策定

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U10 自動運転車に関する新法案が提案：押さえるべき論点 Akin Gump

✔ 米国 4-U11
ASTMインターナショナルは、成人用スクーターの規格
策定への参加を呼びかけ

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 4-U12
GUTMAとASTMインターナショナルは、ドローンの規格に関
する覚書に署名

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 4-U13
米国運輸省は非従来型の新興交通技術（NETT）に関する情
報提供を呼びかけ

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 中国 4-C1 第10回車両分類基準研究ワーキンググループが深圳で開催 全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C2
自動車エアバッグ規格及び試験技術研究ワーキング
グループの2019年の会議が厦门で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）
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✔ 中国 4-C3

ISO / TC22 / SC32 / WG8（機能安全ワーキング
グループ）とISO21448（意図した機能における安全性：
SOTIF）の会議がルクセンブルクで開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C4

中国の代表団が国連自動車基準調和世界フォーラム
（WP29）自動運転試験方法（GRVA / VMAD）に関する第4回
会議に出席

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C5
5回目のインテリジェントネットワーク車両規格関連会議が平
潭で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ ✔ 中国 4-C6
「乗用車用シートとその車両備品の強度」など14の国家
規格の改訂及び策定計画

国家市場監督管理総局（SAMR）

✔ ✔ ✔ 中国 4-C7
2019年度ISO / TC 268秋のワーキンググループ会議を
武漢で開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 4-C8
車両標準試験方法調査ワーキンググループ標準策定検討会
議が塩城で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C9
国際自動車規格及び技術規制研究ワーキンググループ
比較分析部会の第3回会議が昆明で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C10
車両規格試験規格ワーキンググループ規格策定会議が
阜陽で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C11
Tian Shihong副局長とRobyn Denholm Tesla会長が
会談

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ ✔ ✔ 中国 4-C12
CATARCとJARIが電気自動車規格に関する意見交換を天津
で実施

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C13

自動車規格委員会自動化ネットワーク車両における情報セ
キュリティ規格に関するワーキンググループの第6回
会議が杭州で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C14
初のICT分野におけるスマートシティ国際規格（ISO / IEC）が
発行

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 4-C15
国家水素エネルギー標準化技術委員会2019年次総会が開
催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 4-C16
電磁車両導電性充電電磁適合性要件及び試験方法に
関する国家規格のドラフトに対する意見募集

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）
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✔ 中国 4-C17
GB / T 38185-2019「商用車の電子安定性制御システムの性
能要件と試験方法」など2つの国家規格発表会を開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C18

自動車標準化技術委員会インテリジェントネットワーク
車両小委員会の標準化作業に関する一連の会議が杭州で開
催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C19
欠陥のある自動車製品のリコール結果評価のガイドラインに
関する国家規格への意見募集

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
4-C20 製品欠陥・安全管理標準化技術委員会（SAC / TC463）2019

年次会議及び規格レビュー会議が北京で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 4-C21
中国自動車技術研究センターとボルボが技術に関する
意見交換を実施

中国自動車技術研究センター（CATARC）

✔ 中国 4-C22

国家主要研究開発プログラムである「新エネルギー車」の主
要プロジェクト「パワーバッテリー試験および評価技術」の中
間進捗評価会議が開催

中国自動車技術研究センター（CATARC）

✔ ✔ ✔ 中国
4-C23

中国電子技術標準化研究院が議長を務める2019年全国情
報技術標準化技術委員会生体認証小委員会技術委員会
（SAC / TC28 / SC37）第2回会議が北京で開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ 中国・ASEAN 4-C24
中国とASEAN、「一帯一路」とスマートシティ分野協力の
2つの共同声明発表

JETRO

✔ ✔ 中国 4-C25

廃車の解体処理と廃プラスチックのリサイクルなど、37のサー
キュラーエコノミー規格のパイロットプロジェクトの評価結果に
関する国家標準化委員会のお知らせ

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ 中国 4-C26

道路車両の機能安全規格の研究開発のための
ワーキンググループが、GB / T 34590-2017「道路車両の安
全性」の改訂を開始

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C27
Tiecheng所長が、東風テクノロジーセンターTan Minqiang所
長を歓迎

中国自動車技術研究センター（CATARC）

✔ 中国 4-C28
燃料電池電気自動車ワーキンググループの2019年第3回会
議が保定で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C29
電気自動車の駆動モーター規格研究ワーキンググループの
2019年第2回会議が西安で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）
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✔ 中国 4-C30

「情報技術リアルタイムポジショニングビジュアル
ポジショニングデータインターフェース」の国家標準策定
への参加者募集に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ 中国 4-C31
ISO自動運転テストシナリオワーキンググループの第7回会議
がフィンランドで開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C32
自動車業界標準「ドローバーセルフロードおよびアンロードデ
バイス」に関する意見の要求書

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C33
自動車業界標準「自動車用温度センサー」に関する意見の要
求書

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C34
車両試験方法規格に関するワーキンググループの第16回会
議が無錫市で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C35

全国自動車標準化技術委員会は、最初のGB / T

「ドライバー注意検出システムのパフォーマンス要件と
テスト方法」検証テストを実行

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C36 国際標準化トレーニングを開催 全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C37
第7回海外自動車市場アクセスと技術規制に関する国際シン
ポジウムが昆明で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C38
「自動車企業における標準化」イベントを北京汽車（BAIC）に
おいて開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C39
第11回電気自動車の規格と規制に関する国際シンポジウム
が佛山市高明で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C40
Li Yubing規格技術革新局副局長が第3回UAVシステム
規格の開発および適用に関する国際フォーラムに出席

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ 中国 4-C41
「キャンパスへの自動車標準化」の一連のテーマ活動が
武漢理工大学で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ インドネシア 4-A1 ドイツのエネルギー移行からEモビリティガバナンスを共有 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ベトナム 4-A2 スマートシティの構築に不可欠なブロックチェーン技術 VietNam News
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✔ 中国・ASEAN
4-A3 中国とASEAN、「一帯一路」とスマートシティ分野協力の2つ

の共同声明発表
JETRO

✔ ✔ シンガポール
4-A4

シンガポールと韓国が、新たな韓国スタートアップセンターの
設立及び規格と適合性におけるパートナーシップにより経済
的関係を深化

Enterprise Singapore

✔ タイ 4-A5 タイは、Milrem Roboticsのロボット戦闘車両を評価 Robotics Business Review

✔ ✔ ✔ インドネシア
4-A6

標準化ロードマップと適合性評価に関するFGDの議論 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ シンガポール 4-A7 シンガポールが都市のモビリティ準備指数でトップ Smart Cities World

✔ 国際 4-O1
ITUが自動運転車の制御におけるAI「ドライバー」のための
「運転テスト」を考案

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 4-O2
国連騒音条件非公式ワーキンググループの第14回会議が浜
松で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 国際 4-O3 持続可能性への列車
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際
4-O4

UNIDOが工業団地の国際ガイドラインを公開 Modern Diplomacy

✔ 国際 4-O5 ASAM国際会議-自動運転
Association for Standardisation of 

Automation and Measuring Systems (ASAM 

e.V.)

✔ 国際 4-O6 世界無線通信会議2019が閉会 中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E1 2020年の欧州標準化のための年次連合作業プログラムが公

開！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E2
EN 15804：2012 + A2：2019は、建設製品の環境製品宣言
に関する新しいルールを設定

CEN & CENELEC

✔ ✔ 欧州 5-E3 気候変動対策にはより良い製品が必要
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E4 専門家の募集-持続可能な建設に関する専門家
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)
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✔ ✔ 欧州 5-E5 より持続可能な欧州へ：標準の可能性 EURACTV

✔ フィンランド 5-E6 持続可能な開発に向けた循環経済の標準 Suomen Standardisoimisliitto（SFS）

✔ 欧州 5-E7
私たちはまだマイクロプラスチックに苦しんでいる…

今すぐラベルに摩耗情報を付け加えてください！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E8
ECOS及び環境グループは、化学物質汚染の脅威への
取組みに関する新しい委員会の関与を歓迎

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ アイルランド 5-E9
【アイルランド】政府、2021年までに使い捨て飲料容器に課税
すると表明。使い捨てプラ削減で行動変化促す

Sustainable Japan

✔ 欧州 5-E10 EU廃棄物政策を変革する10の優先事項
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E11 電子廃棄物に関する不都合な真実
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E12 専門家の募集–建設用鋼の専門家
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E13
CEWASTEプロジェクトの説明：新しいインフォグラフィックを
ご覧ください

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E14 専門家の募集-プラスチックリサイクルに関する専門家
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E15 チェコ共和国での知識共有と戦略構築
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E16
CENとCENELECは、循環経済のための材料のバリュー
チェーンに関する利害関係者ワークショップを開催

CEN & CENELEC

✔ 欧州 5-E17
ECOS及びEcocityは、標準化と循環経済に関するワーク
ショップを12月10日にギリシャのアテネで開催！

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E18 2019年欧州廃棄物削減週間：参加する4つの方法
Association française de normalization 

(AFNOR)

✔ 米国 5-U1
ASTMインターナショナルの環境アセスメント委員会が
主要な基準改定のための助言を要求

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)
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✔ ✔ 米国 5-U2
GBCIは、サスティナビリティ領域における専門性を認定
するISPPの資格を発表

Green Business Certification Inc. (GBCI)

✔ 米国 5-U3 上院は、リサイクル率向上を目指すリサイクル法案を提出 Waste Today

✔ ✔ 中国
5-C1 「乗用車用シートとその車両備品の強度」など14の国家

規格の改訂及び策定計画
国家市場監督管理総局（SAMR）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C2 2019年度ISO / TC 268秋のワーキンググループ会議を

武漢で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C3 CATARCとJARIが電気自動車規格に関する意見交換を天津

で実施
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 5-C4
「持続可能な水管理評価要件」などの4つの節水に関する国
家規格のレビューが完了

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 5-C5

中国標準化研究院が、抗生物質の環境リスク評価及び
抗生物質スラグの無害な利用に関する規格の提案会議を開
催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 5-C6
中国、2020年に再生可能エネルギー補助金を8億700万
ドルに削減

Reuters

✔ ✔ 中国
5-C7

廃車の解体処理と廃プラスチックのリサイクルなど、37のサー
キュラーエコノミー規格のパイロットプロジェクトの評価結果に
関する国家標準化委員会のお知らせ

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C8 2019年第5回グリーンプロダクションと消費に関する交流会議

が済南で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ シンガポール
5-A1 海運セクターのより持続可能な燃料への移行をサポート

する新たな規格
Enterprise Singapore

✔ マレーシア 5-A2
マレーシアのプラスチック製造業者、リサイクル業者は
廃棄物処理の強化を要望

malaymail

✔ ASEAN 5-A3 ASEAN+3、低炭素社会へ初の討論会 NNA

✔ ✔ 国際 5-O1 新しいISO規格を使用した環境価値の計算
International Organization for 

Standardization (ISO)
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✔ ✔ ✔ 国際
5-O2

COP25および関連イベント
Energy Management Working Group

（EMWG）

✔ ✔ 国際 5-O3
今後：CCUSウェビナー-ノルウェーでのCCUS開発-11月14

日
Energy Management Working Group

（EMWG）

✔ ドイツ 6-E1
グローバルなリーダーシップの確保：科学、産業、市民社会の
代表者が国家水素戦略のアイデアを議論

Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ドイツ 6-E2 Altmaier：「連邦政府は港の海岸電力の境界条件を改善」
Federal Ministry For Economic Affairs and 

Energy (BMWi)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E3 2020年の欧州標準化のための年次連合作業プログラムが公

開！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ドイツ
6-E4

持続可能な世界のためのバッテリー
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ 欧州
6-E5

気候変動対策にはより良い製品が必要
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州
6-E6

専門家の募集-持続可能な建設に関する専門家
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州
6-E7

より持続可能な欧州へ：標準の可能性 EURACTV

✔ ✔ 欧州
6-E8

EU銀行が新しい気候戦略とエネルギー融資ポリシーを開始 Energy Industry Review

✔ 欧州 6-E9 専門家の募集–蛇口とシャワーの専門家
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ スウェーデン 6-E10 環境に関する仕事を新しい国際規格に切り替え Swedish Standards Institute（SIS）

✔ ✔ 欧州
6-E11

チェコ共和国での知識共有と戦略構築
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 6-E12

CEN-CENELEC SECTOR FORUM ENERGY 

MANAGEMENT（SFEM）は、エネルギー部門のブロック
チェーンに関する1日セミナーを実施：2019年10月24日の課
題と機会

CEN & CENELEC
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✔ 米国 6-U1
世界のエネルギー効率改善の停滞を受け、州やNGOは電球
の規格変更に関しエネルギー省を提訴

UtilityDive

✔ ✔ 米国
6-U2 GBCIは、サスティナビリティ領域における専門性を認定

するISPPの資格を発表
Green Business Certification Inc. (GBCI)

✔ 米国 6-U3

米国議会のユーダル氏とウェルチ氏は、再生可能燃料
基準（RFS）の改正と先進的なバイオ燃料の推進のための法
案を提出

Biofuel Digest

✔ ✔ 米国
6-U4 FDAは、安全配慮のために改良を予定する電子タバコの製

造業者に対し適合審査のポリシーを説明
US Food and Drug Administration (FDA)

✔ 米国 6-U5 エネルギー貯蔵：最近の動向は？ AEP Energy

✔ 中国 6-C1
2019年にSaixi認証は雲南省で企業の省エネ診断
サービスを積極的に推進

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
6-C2 2019年度ISO / TC 268秋のワーキンググループ会議を

武漢で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
6-C3 CATARCとJARIが電気自動車規格に関する意見交換を天津

で実施
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 6-C4 データセンター液体冷却技術関連規格会議が広州で開催 中国工業情報化部

✔ 中国 6-C5
団体規格「博物館のエネルギー管理システム構築及び
実装の総合ガイド」のレビューが完了

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C6

電気圧力鍋エネルギー効率技術規格策定会議を常州で開催 中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C7 国家水素エネルギー標準化技術委員会2019年次総会が開

催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C8
中国電子技術標準化研究院 と中国都市ガス協会は、
規格適合性試験協力協定を締結

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 6-C9
中国電子技術標準化研究院は、中国太陽光発電産業協会標
準化技術委員会2019年次ワーキング会議をサポート

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 6-C10
Saixi認証は、2019年に企業の省エネ診断サービスを
積極的に推進

中国電子技術標準化研究院（CESI）
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✔ ✔ ✔ 中国
6-C11 2019年第5回グリーンプロダクションと消費に関する交流会議

が済南で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C12 第10回家電と照明エネルギー効率に関する国際会議

（EEDAL'19）が開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C13
北京で開催された国家省エネ標準化実証プロジェクトの
評価及び評価スキームのセミナーと交流会

中国標準化研究院（CNIS）

✔ インドネシア 6-A1
不確実性を取り除くため、政府は再生可能エネルギーに
関する政策を修正

The Jakarta Post

✔ ベトナム 6-A2
ベトナムがスマートグリッド投資を誘致するメカニズムを
作成

VietNam News

✔ タイ 6-A3
工業製品に関する意見募集住宅用洗濯機
－効率的なエネルギー利用に必要な機能－

Thai Industrial Standards Institute (TISI)

✔ ✔ ✔ インドネシア
6-A4

標準化ロードマップと適合性評価に関するFGDの議論 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ インドネシア 6-A5
Qualis LSProが空調機器（AC）のエネルギー効率の認証機
関として任命

PT Qualis Indonesia

✔ 国際 6-O1
新しいIECレポートは、エネルギー部門のサイバー
セキュリティガイドラインを提供

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際
6-O2

新しいISO規格を使用した環境価値の計算
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 6-O3 IECRE 2019年次総会は未来に向けて方針を設定
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際
6-O4

COP25および関連イベント
Energy Management Working Group

（EMWG）

✔ 国際 6-O5
MET-CERTIFIEDがラテンアメリカで最初の認証ワークショッ
プを開催

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際
6-O6

UNIDOが工業団地の国際ガイドラインを公開 Modern Diplomacy

✔ ✔ 国際
6-O7 今後：CCUSウェビナー-ノルウェーでのCCUS開発-11月14

日
Energy Management Working Group

（EMWG）
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✔ ✔ 欧州
7-E1 EBAは、欧州委員会に国境を越えた活動の拡大促進を

要請
Ecommerce Europe

✔ フランス 7-E2
オンライン支払の保護：EBAによって検証されたフランスの計
画！

La Fédération du e-commerce et de la 

vente à distance (FEVAD)

✔ オーストリア 7-E3 国際電子商取引：オーストリアがデジタル税を開始 Händlerbund 

✔ ドイツ 7-E4 Händlerbundは、更新された回収権の計画を批判 Händlerbund 

✔ 欧州 7-E5
Thuiswinkel.orgはオンライン身分証明に関する緊急の
書簡をオランダの大臣に送付

Ecommerce Europe

✔ ドイツ 7-E6
データ保護局がGoogle Analyticsの使用について業者にイン
タビュー

Händlerbund 

✔ 欧州 7-E7
Ecommerce Europeは、ACEPIの Portugal Digital Summit 

‘19に参加
Ecommerce Europe

✔ 欧州 7-E8
Ecommerce Europeはワルシャワの Digital Policy Forumに
参加

Ecommerce Europe

✔ 米国 7-U1

ASC X9がEコマースにおける取引保証に関するISO 

Standard Committee TC321に対する米国の技術諮問
委員会として活動予定

Accredited Standards Committee X9 Inc

（ASC X9）

✔ ✔ 米国
7-U2 マイクロソフトは、カリフォルニア州のデジタル

プライバシー法を全米で適用
HelpNetSecurity

✔ ✔ 米国
7-U3

米国議会は、金融技術とデータプライバシーに取り組む CoinTelegraph

✔ 中国 7-C1 中国当局、ECサイトに独占的慣行の停止を要求 Reuters

✔ 中国 7-C2
Qin Yizhi国家市場監督管理総局副局長がISO / TC321（Eコ
マースのトランザクション保証）の第1回会議に出席

国家市場監督管理総局（SAMR）

✔ 中国 7-C3
「ダブル11」へ向けて四川省8部門がEコマースプラットフォー
ムに自主規制を要請

国家市場監督管理総局（SAMR）

✔ ✔ 中国
7-C4

広東、香港、マカオ、大湾地区の電子署名相互承認
ワーキンググループが設立され、最初のワーキング
グループ会議が開催

中国工業情報化部
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✔ 中国 7-C5
市場監督管理総局が消費の保護政策および消費者の個人
情報侵害に対する特別措置に関する記者会見を実施

国家市場監督管理総局（SAMR）

✔ ✔ ✔ 中国
7-C6

国家標準委員会が新たに標準化技術委員会を設立 中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ 中国 7-C7
市場監督ネットワークを強化する天津市場監督委員会は、電
子商取引プラットフォームを法廷義務を定義

国家市場監督管理総局（SAMR）

✔ 中国 7-C8
杭州で開催された2019年中国Eコマース品質および標準構
築サミット

中国经济网

✔ ✔ 中国
7-C9

中国電子情報産業連盟
電子署名と信頼できるサービス開発アライアンスの準備開始
式が深圳で開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 7-C10 中国産業用Eコマース会議2019が広州で開催 中国工業情報化部

✔ ✔ ベトナム
7-A1 国営銀行が決済サービスプロバイダーにおける外国人の所

有権を引き下げ
VietNam News

✔ ✔ タイ
7-A2

暗号通貨：タイは2020年に規制の枠組みを変更予定 International Business Times

✔ インドネシア 7-A3

サイバーセキュリティ規格におけるBSNの重要性－オースト
ラリア－ASEANデジタルトレード標準イニシアチブワーク
ショップを開催

インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ✔ 国際
7-O1 Financial Action Task ForceはデジタルIDに関するガイダン

スドラフトで生体認証を検証
Biometric update.com

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E1 英国とASEAN-BACが基本同意書に署名
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E2
産業政策：6つの戦略的事業分野における欧州のリーダー
シップをサポートするための推奨事項

European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs. 

Standardization mandates

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E3
最新の機械学習技術は、標準化の概念的分野の錯綜へ全体
像を提供

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E4 VDE|DKEは、中国に地域事務所を開設
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e.V.（VDE）
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E5
Ad hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI)の初会
議

Council of Europe

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E6
ETSIは新しいセキュアプラットフォームを標準化し、IoT、5G、
セキュリティセンシティブセクターに対応

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ スウェーデン 8-E7 新しい規格はより良いデータ保護を提供する Swedish Standards Institute（SIS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E8
プライバシー情報管理規格に認証された英国で最初の
組織

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E9 機能安全：機械からの人間の保護
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ フィンランド 8-E10
フィンランドが「安全な」IoT製品向けのサイバー
セキュリティラベルを導入

TechHQ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E11 新しい標準ドラフト Suomen Standardisoimisliitto（SFS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E12
EU製品ルールの「ブルーガイド」を更新するための意見を募
集

European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs. 

Standardization mandates

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E13 DIN Connect Pitchesの革新的なアイデア Deutsches Institut für Normung (DIN)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U1 NSCAI中間報告書
National Security Commission on Artificial 

Intelligence (NSCAI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U2 Cyber Security Evaluation Tool (CSET) 9.2をリリース HelpNetSecurity

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U3 ANSIの2018-19年年間報告書を発行
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U4
USTDAは、ANSIを米・インド太平洋規格・技術協力
プログラムの実施主体に選定

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U5
Defense Innovation BoardのAIに関する報告書が、倫理指
針の勧告を掲載

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U6 ISO、IEC、ITUは10月の作業事項一覧を発行
American National Standards Institute 

(ANSI)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U7
イノベーションが創造するとき：米国特許商標庁におけるAIに
関する最近の取組

JD Supra

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U8 米国上院は、新たなプライバシー法案を公表 IAPP

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U9
IoTセキュリティに関する法制度の乱立に準備はできて
いるか？：カリフォルニア州で新たな法律が施行予定

IAPP

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U10 あなたのIoT機器はUL試験を合格しているか？ Design News

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U11 カリフォルニア州は、プライバシー法のガイドラインを提案 Journal of Accountancy

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U12 ASTMインターナショナル、ARABLAB 2020を後援
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C1
マルチロータードローン用ブラシレスサーボモーターシステム
の一般仕様など、93の国家規格の外国語版策定を決定

中国国家標準化管理委員会（SAC）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C2
中国電子技術標準化研究院が第36回ISO / IEC JTC1リー
ダーズミーティングに参加

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C3
中国電子技術標準化研究院が第3回人工知能チップ
テスト規格策定会議を開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C4
ISO / IEC JTC 1 量子コンピューティングアドバイザリー
グループが最初の対面での会議を開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C5
全国情報技術標準化技術委員会IoT小委員会の第1回
全体会議が開催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C6

中国電子技術標準化研究院のIoTの新たなインフラ構築をサ
ポートする標準化戦略が、2009年~2019年におけるIoTのトッ
プ10の成果の1つに選出

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C7
当研究院は国内の専門家を組織し、ISO / IEC JTC1 / SC41

の第6回全体会議に参加
中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C8
中国工業情報化部は、機械通信システムの周波数使用を強
化するための規制を発行

中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C9 27社は中国初の顔認証に関する国家規格を起草 Sixth Tone
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C10
電子情報分野における標準化に関するセミナーが北京で開
催

中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C11
中国電子技術標準化研究院がIoT標準イノベーション開発サ
ミットフォーラムを共催

中国電子技術標準化研究院 （CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C12 北京で世界5G会議が開催 中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C13
工業情報化部が5Gセキュリティサミットフォーラム2019に参
加

中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ タイ 8-A1 タイがAIの倫理ガイドラインを起草 Opengov Asia

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ マレーシア 8-A2 越境ハッキングもカバーする個人データ保護法の見直し malaymail

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ASEAN 8-A3
GSMAがASEANビジネス向けの規制パイロットスペースの立
ち上げを支援

Mobile IT World

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ASEAN 8-A4 第52回ASEAN標準化・品質管理諮問評議会が開催 ベトナム規格・計量・品質総局 （STAMEQ）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ タイ 8-A5
SGSが第2回「タイのデータプライバシーコンプライアンスの対
応準備」セミナーを開催

SGS Thailand

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O1 JTC1総会がニューデリーで開始
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O2 テクノロジーの力を取り入れる
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O3 倫理化するか否か…
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O4 全ては信頼である
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O5 AIの有望性を明らかにする方法
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O6 最新のISOFOCUSでAIの時代を受け入れる
International Organization for 

Standardization (ISO)
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番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏ
ﾆｭﾌｧｸﾁｬ
ﾘﾝｸﾞ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O7
AIエコシステムに関する国際標準化委員会がマイルストーン
を達成し、新しい研究分野を開始

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O8
規格開発における持続可能性のためのガイドでISOは明るい
未来を描く

International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O9 JTC 1総会のインドでの開会
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O10 クラウドコンピューティングの標準化
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O11 IECは第25回中国義鳥市国際博覧会に参加
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O12 IOT Solutions World Congressの議題に関するAI標準
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O13 インターネットの新しい公共政策–ベルリンでの2019 IGF Council of Europe

1954

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(22/22)
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1955

注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引（Eコマース）、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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EUにおけるファイナンス分野に係る政策動向:

域内デジタル通貨発行に向けた検討の推進 （参照番号：1-E2）

EUは、Libraへの懸念表明と共に、ドイツ等による積極的な提唱の下、域内における
公的なデジタル通貨発行の検討を呼びかけるドラフト文書を作成

ファイナンス 参照番号：1-E2今月のピックアップ

出所：EU関連HP、公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

欧州国内政策動向

背景

域内に
おける

政策動向
（2019年11月）

Facebookが新仮想通貨「リブラ」に関する仮想通貨計画を発表（2019年6月）するなど、仮想通貨の安全性／
健全性担保のための対応が急務に
 SNS関連会社等がリブラ発行を支持する一方、ドイツ・フランス等は、リブラのリスク性を指摘、公的な代替案創設を提示

• 仏ルメール経済・財務相は、リブラを認めない姿勢を提示するとともに、欧州共通の「公的デジタル通貨」創設を主張

 G7においても、国際的なリスクに対処するまでは、Libra等ステーブルコインの販売を許可すべきではないと言及

EUは、欧州中央銀行（ECB）に対し、公的なデジタル通貨発行の検討を呼びかけるドラフト文書を発表（2019年11月）
 当文書を踏まえ、ECBはEU中央銀行デジタル通貨（CBDC）の在り方・実現可能性について、Retail/Wholesale双方の観点
より調査・実験と実施中であり、今後調査結果の提示を予定

当ドラフトについては、12月の次回のEU財務大臣会合による決議・採択が見込まれており、今後の動向に注視が必要。
また、今後リブラ導入による金融システムへのリスクを懸念し、各国・地域でデジタル通貨の検討・導入が加速する可能性

EUによる「デジタルユーロ」検討に係る文書発表（2019年11月）
【参考】ドイツ銀行協会（Association of German Banks）※1

によるDigital EUROの提唱（2019年11月）

【文書要旨】
 マネーロンダリング、消費者保護、支払システムの機能、課税、サイ
バーセキュリティ等観点から、民間デジタル通貨がもたらすリスクに
対するG7の懸念を改めて表明

 高リスクとみなされるプロジェクトの禁止を含む、暗号通貨への共通
アプローチの開発を促進

 欧州連合からECBに対し消費者デジタル通貨の調査を推奨
 金融当局が暗号通貨の標準化された規制を構築する必要性を提示

【主張内容要旨】
 暗号ベースのデジタルユーロ（crypto-based digital 

Euro）の当局による創設及び開発のための協力を要請
• IoT支払い、顧客の利便性とコスト、
競争力維持のためにデジタルマネー
がどのように必要であるかを概説

• 「プログラム可能」通貨と暗号通貨及び
アカウントベース通貨区別のための計画についても提示

※1 当協会には、Commerzbank、Deutsche Bank、FinLeap、UniCredit Bank などの銀行を含む

ECBは、デジタルユーロの機能・望ましい姿について調査を実施して
おり、来年結論を提示予定。また12月のEU財務大臣会合において、
当テーマに関するECBの作業を歓迎する共同声明の発行を予定

但し上記提案については、現在の殆どのプロジェクトが
EU圏外で実施され、EUにおいて当分野の具体的な規制も
未整備である等、制度的な支持獲得には課題あり
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米国によるヘルスケア分野における規制動向 （参照番号：2-U4、8）

米国では、Googleによる医療関連企業の買収や事業連携を受け、ヘルスデータの
保護に関する規制を強化する法案が提出

米国国内規制動向

背景

国内に
おける

規制動向
（2019年11月）

Googleは、関連企業の買収や協業を通じてヘルスデータの収集及びデータを活用したサービスの提供を強化

 Googleと英国の複数のNHSトラストは、患者情報を共有することに合意（2019年9月）
 NHSトラストは公的な医療保険制度下部組織として、共有した情報を医療アプリやAI研究に使用

 Googleは、ウェアラブルデバイスメーカーFitbitの買収を発表（2019年11月）
 Fitbitは、2,800万人のユーザーのヘルスデータを保有しており、Googleとしてのデータ活用余地が拡大

米国議会やプライバシー保護推進団体らは、プライバシー保護の観点から懸念を表明

出所：公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

米国議会は、Googleの買収・データ活用動向を踏まえ、個人の医療情報のプライバシーとセキュリティの保護を規定
する「医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）」を補完する法制度の整備を検討

ヘルスケア 参照番号：2-U4、8今月のピックアップ

「Smartwatch Data Act」法案が米上院に提出（2019年11月12日）
 民主党上院議員が、利用者の承諾なくウェアラブル機器から収集した健康データの転送、販売、
共有、アクセスを禁じるSmartwatch Data Act法案を提出

「医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA）」が成立（1996年）
 近年は、時間の経過に伴い、最新技術やデータシェアリングの動向を取り込めていないとの指摘
が拡大

Googleが、Fitbit買収を発表（2019年11月1日）
 Googleはヘルスデータを広告に使用することはないと発表したものの、
既に大量のデータを保有するGoogleが新たにヘルスデータを保有することへ懸念が浮上

直近もGoogleが大手医療グループAscensionと患者の医療情報を共有する協定を
締結していたことが事後発覚し、懸念を生んでいることから、更なる規制強化や

新たな法案提出がなされる可能性大
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米国及びドイツによるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向 （参照番号：3-E1, 3-U3、4）

ASTMインターナショナルとドイツTÜV SÜDは、付加製造（Additive Manufacturing: AM）

技術の標準化・活用加速、信頼性の向上を目指した覚書を締結

MoU締結
（要旨）

背景

米国
（ASTM International）

ドイツ
（DIN、 TÜV SÜD）

両者連携による

当分野の研究・
標準化における
連携・普及に向
けた協力推進の
必要性の高まり

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-E1, 3-U3、4今月のピックアップ

AM技術の活用加速化、信頼性の向上を目指した覚書を締結（2019年11月＠Formnext 2019※1）
【MoU/戦略的パートナーシップの締結者】
 米国： ASTM International

（代表：Dr. Mohsen Seifi, Director of Global AM programs at ASTM International）

 ドイツ：TÜV SÜD
（代表：Mr. Holger Lindner, CEO of TÜV SÜD’s Product Service Division）

【MoU/戦略的パートナーシップの内容】
 AM分野における新たな教育、アドバイザリー、資格、認定サービスの共同開発、知識の共有や業界を超えての技術活用を推進

 主分野は、地上交通とモビリティ、航空、工業プラント、消費財、ヘルスケア等

ASTMは、AMの標準化・認証活動注力の
ため、委員会・研究拠点設置、研究支援や
国際シンポジウム開催等を積極推進

 2009年から、技術委員会「F42 on 

Additive Manufacturing Technologies」を設置

 政府・業界・学会と協力し、戦略的R&D推進のため
の「ASTM International Additive Manufacturing 

Center of Excellence (AM CoE)」を設立

 当分野専門家・リーダーが参加する国際シンポジウ
ムを開催
 第4回シンポジウムを開催（2019年10月）

 AD分野の標準化加速に資する研究への資金提供
も実施
 第2ラウンドとして9件を選定（2019年9月）

※1 AM分野におけるドイツ主催の国際イベント。今年は初めてオフィシャルパートナー国として米国を指名
出所：ASTM International HP, DIN HP等の公開資料に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

ドイツは欧州の中でもAM分野で先行。
当条件を活かし標準化活動を積極推進

 付加製造の先駆けとなる「DIN SPEC 17071 

Additive manufacturing - Requirements for 

quality-assured processes at additive 

manufacturing centres」を発行（2019年12月予定）

 品質保証プロセスガイドラインとして、従業員、
作業手順の文書化、インフラ、材料、プロセス
資格など、品質関連の問題を網羅的に考慮

 Deutsche Bahn、MT Aerospace、Siemens 

Mobility及びTÜVSÜDの参画・イニシアティブ
により策定

 今後当規格に基づくISO/ASTM規格化を企図
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中国によるスマートマニュファクチャリング分野における政策動向 （参照番号：3-C4）

中国工業情報化部は、5G及びインダストリアルインターネットの統合・推進に向けた
「512プロジェクト」推進計画を発表

中国国内政策動向

背景

国内に
おける

政策動向
（2019年11月）

中国では、産業インターネット施策及び5Gの商用化が進行、他国との覇権をめぐり、政府主導で技術の普及・発展を
後押しする施策が必要に

 【産業インターネット】： 「互聯網＋（インターネットプラス）行動計画」を提出（2015年3月）し、インターネット技術（モバイル
インターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット等新インターネット技術全体）の結びつきに
よる産業発展を推進

 【5G分野】第5世代（5G）移動通信システムの消費者向けサービスを当初計画の2020年よりも前倒しし、開始（2019年11月）

 北京や上海など５０都市を皮切りとして、来年には提供範囲を大幅に拡大させる計画

出所：中国政府HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

中国政府（工業情報化部）は、インダストリアルインターネットのニーズを満たす5G主要技術を2022年までに開発する
ことを目的とし、「512プロジェクト」推進計画を発表（2019年11月）
 当分野での5つの産業公共サービスプラットフォームの設置を提案すると共に、10の主要
産業をカバーする内部ネットワークの構築・変革、20のアプリケーションシナリオ/モデル形成を企図

「5G及びインダストリアルインターネット」512プロジェクト推進計画（“5G+工业互联网”512工程推进方案：工信厅信管（2019）78号）要旨

1．「5G +インダストリアルインターネット」ネットワークの主要技術の産業能力の向上
• 「5G +インダストリアルインターネット」の技術規格の強化
• コンバージ用製品の開発・工業化の推進
• ネットワーク技術及び製品の実装の加速

2．「5G +インダストリアルインターネット」の革新的なアプリケーション機能を強化
• ネットワーク構築と5つの公共サービスプラットフォームの構築による公共サービス機能の改善
• 10の「5G +インダストリアルインターネット」主要産業を選定し、統合アプリケーションパイロットの地域構築、産業パーク設置を奨励
• 典型的なアプリケーションシナリオのマイニング、技術のテストベッドの構築

3．「5G +インダストリアルインターネット」リソースの供給能力を強化
• 「5G +インダストリアルインターネット」プロジェクトライブラリの構築
• ソリューションプロバイダーの育成
• 供給リソースプールの構築
※その他、広報と（報告書作成等による）ガイダンスの推進を提示

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-C4今月のピックアップ
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中国によるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向 （参照番号：3-C1、3、10、11）

中国工業情報化部は、ドイツと共同でIndustrie 4.0標準化ワーキンググループや
副大臣級会合を開催（2019年12月）

中国国内政策・標準化動向

背景

Industrie 

4.0分野に
おける
活動

（直近動向抜粋）

中・独双方におけるインターネット・Industrie 4.0関連施策推進・協力のため、ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）と
中国工業情報化部（MIIT）の覚書（MoU）に署名（2015年7月）するなど当分野での協力を推進

 【MoU締結者】 独：ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）、中：中国工業情報化部（MIIT）

 【推進者（上記締結者より委託）】 独：ドイツ国際協力公社（GIZ）、中：中国情報産業省電子情報産業発展研究院（CCID）

 「Company Industrie 4.0 and Intelligent Manufacturing」ワーキンググループや「Digitalisation and Industrie 4.0」運営委員会等
対話プラットフォームの支援を行う他、BMWi国務長官および副大臣のレベルでの年次シンポジウム実施もサポート

第9回中独インテリジェントマニュファクチャリング/Industry 4.0標準化WG及び第3回中独インテリジェントマニュファク
チャリング及び生産プロセスに関する副大臣会合が開催（2019年11月＠ベルリン、ドイツ）

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-C1、3、10、11今月のピックアップ

 協議内容：
 参加者が情報セキュリティや産業用ネットワークとエッジコンピューティング、デジタル
ハイジーン、AIアプリケーションなどの基本的及び新しい技術について意見交換、
「中国-ドイツスマートマニュファクチャリング/Industry4.0機能安全白書」を発行

 なおサブフォーラムでは、スマートマニュファクチャリングのビジョン、ナショナル
マニュファクチャリング標準システム構築ガイド（2018年版）、当分野アライアンスに関し議論

 参加者：
 中国工業情報化部、ドイツ経済エネルギー省、標準化機関、科学研究機関、企業、

IoT研究期間、情報セキュリティ機関から80人以上

 協議内容：
 中独のインテリジェントマニュファクチャリングおよび生産プロセスにおける協力の進捗状況をレビュー
し、協力事例と成功した経験を共有し、協力のさらなる強化に関する幅広いコンセンサスを形成

 「中独インテリジェントマニュファクチャリング/インダストリー4.0機能安全白書」、「中独産業インター
ネット白書」、「中独インテリジェントマニュファクチャリング人材教育およびトレーニング白書」を共同で発行

第9回中独インテリ
ジェントマニュファ
クチャリング/

Industry 4.0

標準化WG

第3回中独インテリ
ジェントマニュファ
クチャリング及び
生産プロセスに
関する副大臣会合

中国では、中国電子技術標準化研究院 （CESI）がインテリジェントマニュファクチャリング分野における11の国家規格の策定計画を
新たに発表（2019年11月 ）するなど、標準化活動も活発に推進しており、今後も動向注視が必要次頁詳述

出所：中国政府HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
画像の出所：中国電子技術標準化研究院（http://www.cesi.cn/201911/5797.html）、中国工業情報化部（http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html）

http://www.cesi.cn/201911/5797.html
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html
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中国によるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向 （参照番号：3-C1）

（参考）中国電子技術標準化研究院 （CESI）はインテリジェントマニュファクチャリング
分野における11の国家規格の策定計画を新たに発表・承認（2019年11月）

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-C1今月のピックアップ

 「2019年推奨国家標準計画の第3弾発行に関する国家標準化管理委員会の通知」（ 国家标准化管理委员会关于下达2019年第三批推荐性

国家标准计划的通知（国标委发〔2019〕29号））を発行し、スマートマニュファクチャリング分野における11の国家規格計画を承認
 今回発行の計画は、主に「国家インテリジェントマニュファクチャリング標準システムの構築ガイド（2018年版）」（国家智能制造标准体系建设指南
（2018年版））におけるスマートファクトリー、スマートサービス、スマートイネーブリングテクノロジー、および産業ネットワークに関連した内容

# Reference 規格名 主管委員会 リード団体

1 20193191-T-469 インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサービス能力評価仕様 SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

2 20193190-T-469 インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサービスデータ管理仕様 SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

3 20193195-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェア業界のアプリ
品質要件

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

4 20193192-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェア業界APPのコ
ンポーネント製造及びパッケージングの一般的な要件

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

5 20193194-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェアリファレンス
アーキテクチャ

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

6 20193193-T-469 インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソフトウェアエンジニアリ
ングミドルウェアプラットフォームの一般的な要件

SAC/TC 28 中国電子技術標準化研究院 （CESI）

7 20192995-T-604 インテリジェントサービスの予測メンテナンスの一般的な要件 SAC/TC 124 机械工业仪器仪表综合技术经济研究
所（ITEI）

8 20192993-T-604 インテリジェントマニュファクチャリングネットワークコラボレーティブデザイ
ンパート1：一般的な技術要件

SAC/TC 124 上海工业自动化仪表研究院有限公司

9 20192994-T-604 インテリジェントマニュファクチャリングネットワークコラボレーティブデザイ
ンパート2：ソフトウェアインターフェイスとデータの相互作用

SAC/TC 124 上海工业自动化仪表研究院有限公司

10 20192972-T-604 エンタープライズ制御システムの統合パート3：製造オペレーション管理の
アクティビティモデル

SAC/TC 159 北京机械工业自动化研究所有限公司

11 20193141-T-339 インテリジェントマニュファクチャリング環境でのIPv6アドレス管理要件 SAC/TC 485 中国信息通信研究院

出所：中国政府HP等公開情報に基づきDTC作成
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国際社会におけるモビリティ分野に関する標準化動向：
ITU-Tにおける新たなフォーカスグループ設置 （参照番号：4-O1）

ITU-T Study Groupは、新たなフォーカスグループ（ITU-T FG on AI for 

autonomous and assisted driving (FG-AI4AD)）を承認・設置（2019年10月）

1966

目的及び
スコープ

位置づけ
及び体制

今後の
標準化
活動
（予定）

 SG16傘下に設置され、SG16中心に他SGと連携を予定。FG内における具体的な体制は今後構築される予定

 安全性能の継続的な検証・保証に係るAIの行動評価（車載システムを使用したAI運転行動の使用中の評価含む）を実施
（以下、例）
 道路上のAIを評価するための仕様を開発し、最低パフォーマンス閾値を定義し、証明責任についての定義を確立
 道路上でのAI評価に関する情報を提供し、国際的な基準としての各国での受け入れを促進
 自家用車、商用船隊、公共交通機関、移動サービスとしての移動体、緊急対応車両内のAI評価展開のためのガイドラインを開発

※初回会合を1月21日～22日（＠英国 ロンドン）にて実施予定
（今後SG16会議との同時開催等による緊密な連携を図り、初回会合より2年間当FGの設置を予定（延長可能性あり））

 自動運転及びアシスト運転においてAIシステムが可能とするサービス及びアプリケーションの標準化活動を支援
 1949年及び1968年UNECE条約（Convention on Road Traffic of the UNECE Global Forum for Road Safety）に従い、
ダイナミックな運転タスクを担当するAIの行動評価を行うことに焦点

 AIシステム（ドライバーとしてのAIなど）の最小パフォーマンス閾値（※）の定義に関する国際的調和を構築
※パフォーマンス閾値については、「車両パフォーマンス」（車両プラットフォームハードウェア、ドライブバイワイヤアクチュエータ導入、

AIソフトウェア実行のためのセンシング・処理・通信機器等を含む）「ドライバーパフォーマンス」（ドライバースキル、行動、ライセンス等を
含む）双方を含む

組織名称 ITU-T FG on AI for autonomous and assisted driving (FG-AI4AD)
 マルチメディア分野の標準化を主に取り扱うITU-T Study Group 16 (Multimedia coding, systems and applications）にて承認

出所：ITU-T HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：4-O1モビリティ今月のピックアップ

ITU-T SG 2 Operational Aspects

ITU-T SG 3 Economic and policy issues

FG on AI for autonomous and assisted driving (FG-AI4AD)

SG xx WG xxx

SG xx WG xxx

SG xx WG xxx

具体的なSG・WG等を必要に応じ今後設置予定

・・・

・・・

議長：Bryn Balcombe 

(ADA Innovation Lab Limited, 英国)

副議長:Yuan Zhang (China Telecom, 中国)

TSB Advisor: Stefano Polidori (ITU)
ITU-T SG 16 Multimedia coding, systems and applications



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

11月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

テーマ別情報詳細

1967



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

欧州CENにおける建築物のサステナビリティに係る規格の策定動向 （参照番号：5-E2、4）

CENは建設事業のサステナビリティに係る標準化活動を推進しており、建築物の整合
規格に関する欧州規則・マンデートに基づく建築製品のカテゴリに係る規格を発行

1968

 建設製品の基本的特性は、建設事業の基本要件に関連す
る調和された技術仕様に規定されること（第3条）
 整合規格は、EC発行のマンデート【M/350】に基づき標準化機関
により確立され、ECは、Official Journalに、マンデートに準拠した
整合規格の参照リストを公開することを規定（第17条）

 建設製品が整合規格でカバーされ、関連する技術評価に
準拠している場合、製造業者は当製品を上市する際に性能
宣言（Performance Declaration）を作成し、適合証明のた
めCEマークを貼り付けること（第4条、第8条）

Regulations
（規制）

Standards
（標準） ×

策
定

組
織

規
定

内
容

 CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works
 Technical Secretariat: AFNOR

（当委員会に、現在6つのWGを設置）

 欧州委員会（EC）
域内市場・産業・起業・中小企業総局（GROW）

 建設製品及び建設サービスのタイプIII環境宣言における
コア製品のカテゴリ／分類ルール（PCR）を定義
 製品レベルでの社会及び経済的パフォーマンスの評価は除外
 製品評価のパラメータと、それらを照合及び報告する方法を定義

 基本的な特性を踏まえた建設製品の性能に係る表記方法、
対象製品へのCEマーキング使用に関する調和したルール
を確立し、建設製品市場での利用に際しての条件を規定

ル
ー
ル
（規
制
・標
準
）
間

の
関
係
性

Directive 
により調和規格
の適用を規定

マンデートに
基づくEN規格
の策定
（2019年

改訂版発行）

 建築製品の統合環境パフォーマンス評価のための整合
規格開発に関するマンデート（M/350）に基づき、製品
のライフサイクルのどの段階が環境製品デザインにお
いて考慮されるか等、シナリオ開発のルールを定義す
ると共に、ライフサイクルインベントリ及びライフサイクル
影響評価を計算するためのルール等を規定

関
連
ル
ー
ル

 建設工事の持続可能性-建設製品カテゴリに関する規格
「EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability of 

construction works - Environmental product 

declarations - Core rules for the product category of 

construction products」 （2019年10月30日発行）

 建設製品の販売における整合要件に関する規則
「Regulation (EU) No 305/2011 of the European 

Parliament and of the Council of 9 March 2011 

laying down harmonised conditions for the 

marketing of construction products and repealing 

Council Directive 89/106/EEC」（2011年公布）

出所：CEN HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

資源循環 参照番号：5-E2、4今月のピックアップ

上記EN15804の改訂・発行との整合性担保のため、関連する環境評価
規格「EN 15978 ‘Sustainability of construction works - Assessment 

of environmental performance of buildings - Calculation method」
についても現在改訂作業を同TCにて推進中
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欧州における資源循環・エネルギー分野における政策・標準化動向：
欧州グリーンディール政策・関連標準化の推進（参照番号：5-E5、8）

EUは、「欧州グリーンディール政策」を新欧州委員会（EC）の目玉政策の1つと位置
付けており、標準化機関・業界団体による啓発活動も推進

1969 出所：EU関連HP、CEN/ CENELEC HP等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

資源循環 参照番号：5-E5、8今月のピックアップ
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直近の
活動動向

関連分野
標準化
活動概要

 気候変動対策への取組み検討のため、CENは「Strategic Advisory Body for Environment (SABE)」を、
CENELECは「TC 111X Environment」をそれぞれ設立
 CEN SABE下に3つのチームを構成し、各タスクの定義・課題検討を実施

• 【Environmental Monitoring Strategy Team (ENV)】 環境測定及び監視における標準化ニーズに注力
• 【Products and services: ENvironmental Issues in Standardization (ENIS)】 製品規格（サービスを含む）の環境的
側面の方針策定に注力

• 【Environmental Management: Environmental Management Team (EMT)】 環境管理、エネルギー管理、社会的責任、
管理システムの統合使用における問題の監視・検討に注力

 CENELEC TC 111X Environmentでは、RoHSやWEEEへの対応等を含む物質・廃棄物の管理のための要件やエコデザ
イン要件について規定

 温室効果ガス排出「実質ゼロ」への移行と経済成長・欧州の変革の両立の達成を目指す野心的政策
 デジタル・競争政策等と共に新欧州委員会の目玉政策の一つ
 2030年までの温室効果ガス削減目標の大幅引き上げと2050年までの「実質ゼロ」実現のため下記を含む政策を推進：

• 【セキュリティ、連帯、信頼】 域内エネルギー源を多様化し、エネルギー安全保障を確保するため、加盟国と緊密に協力
• 【内部エネルギー市場の統合】 技術或いは規制上の障壁なしに、自由な流通を保証
• 【エネルギー効率の改善】 EUのエネルギー輸入への依存削減のためのエネルギー効率の改善
• 【気候変動対策-経済の脱炭素化】 低炭素経済への移行、気候変動に関するパリ協定へのコミットメントを遂行
• 【研究、革新、競争力向上】 EUの競争力を高める低炭素及びクリーンエネルギー技術の研究と革新を支援
• 【循環経済の促進】 企業と消費者がより持続可能な資源の利用に移行するのを支援

 ECOS及び複数の環境NGOは、欧州グリーンディールの一環として、化学汚染（非毒性環境戦略）実施における大
統領の関与を歓迎する書簡を提出、3つの取り組みの優先順位付けの必要性に言及（10月8日）

① EUを非毒性の循環経済と持続可能なイノベーションのグローバルチャンピオンにする
② EUを有毒汚染に脆弱な人々の保護者として位置づける
③ 化学物質汚染の早期警告に基づいて行動し、汚染者に支払いを義務づける

気候変動対策で無駄な時間はもうない。
大規模な投資が必要
フォンデアライエン新欧州委員長（11月27日）

直近の
関連動向

 CEN、CENELEC、ECOSは、規格策定関与に係る助言をまとめた「Societal Stakeholders Toolbox」を公開
 市民社会による国内、欧州及び国際レベルでの標準策定プロセスへの関与方法について情報を共有
 標準及び気候変動対策において標準が果たすべき役割に関するEラーニングを提供
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中国における電子商取引（Eコマース）分野における規制及び標準化動向（参照番号：7-C1、2、3）

中国では、Eコマース市場の発展に伴い、「11.11」に際し規制当局による市場整備・
管理等の対応が行われた他、国際標準化活動へも積極的に関与

1972 出所：中国政府HP、ISO HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

電子商取引（Eコマース） 参照番号：7-C1、2、3今月のピックアップ
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規
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動
向)

 中国においてはEコマースが広く普及し、特に11月11日「独身の日」には各社が大規模な販促
キャンペーンを実施

 Eコマースプラットフォーム間での競争が激化した結果、独占的な慣行が横行
 複数のECサイト運営会社や事業者が、アリババの仮想商店街「天猫（Ｔモール）」で「二者択一」の慣行が存在
するとして批判

中国は、ISO/TC 321の議長国を務めるなどEコマース領域における国際標準化にも積極的に関与しており、
直近はISO/TC 321総会を自国でフランスと共同開催（11月5日＠杭州、中国）

S
ta
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d

a
rd

s
(

国
内
外
標
準
化
動
向)

組織名称 ISO/TC 321 Transaction assurance in E-commerce （Eコマースにおける取引保証）

直近の
活動動向

 ISO/TC 321第1回総会を開催し、中国として、グローバルなeコマースの接続性を促進し、
よりオープンで公正で秩序の形成を進める方針を表明（11月5日＠杭州、中国）
 国家市場監督管理局、中国共産党のメンバーらも出席

体制  議長：中国（Mingshun Song氏） 幹事（主）：中国（SAC）／幹事（ツイニング）：フランス（AFNOR）

スコープ
 Eコマースにおける取引保証及びその前後のプロセス
 対象となる論点は、取引保証のプロセスや消費者権利の保護、国際取引における品質検査、配送の保証を含む

背景

政策・規制
実施概要

 国家市場監督管理総局（SAMR）は、Eコマースプラットフォーマーに対し
独占的な商習慣を廃止するよう要求
 「独身の日」を前に、独占提携契約への署名を強要するなどの行為を止めるよう要求

 四川省の市場監督管理局などが、Eコマース企業に法令順守やユーザー保護等を徹底するよう要求
 四川省の関連8部局が「11.11」ネットワーク集中管理ガイダンス会議を開催し、出席した企業に対し法規則の
順守やユーザー保護等を徹底するよう要求。また、市場監督部門に規制・管理の強化を要求
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ISO/IEC JTC 1 情報技術における標準化活動 （参照番号：8-O1～5、7、9）

ISO/IEC JTC 1では、ISOとIECが共同で情報技術分野の国際標準化を進めており、
直近の総会ではTrustworthinessや新技術分野について活発に議論

1974

体制

 Pメンバー35か国、Oメンバー65か国より構成 （議長：米国、事務局：米国国家規格協会（ANSI））
 当JTC下に16のAdvisory Group（AG）、 22のSub Committee（SC） 、3のWorking Group（WG）が存在

スコープ
 ISOとIEC間での重複が起こりうる情報技術分野及び関連する新技術分野の国際標準化を実施
 これまでに3218件（JTC1直轄は485件）の規格策定・発行。現在553件（JTC1直轄は26）の規格を策定中

委員会名 ISO/IEC JTC 1 Information Technology （情報技術）

出所：ISO、IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

直近の
標準化活動
（2019年11月）

 ISO/IEC JTC 1は、インドBureau of Indian Standards（BIS）がホストとなり、総会を開催（2019年11月3日～8日）
【主要な決定事項及び成果】

• WG 13 Trustworthinessの新設
 JTC 1横断的に情報の信用性に関する報告書などを策定
 直近では、ISO/IEC TS 24462 Ontology for Trustworthiness Assessment を策定中

• Brain-computer interface (BCI) に関する取組強化
 AG 2 Emerging Technology and Innovation (JETI)がBCIに関する報告書の作成完了を報告
 AG 16 Brain-computer interfaceを設立

• Virtual Reality（VR）・Augmented Reality（AR）に関するガイドラインの発表
 AG 13 The Advisory Group for Use Cases for VR and AR based ICTがAR・VRを用いた教育・訓練のガイドラインを公表

TC横断的な論点を検討
ISO/IEC JTC 1/AG 9 Data Usage等を含む16のAGが存在

Sub Committee: SC
情報技術やデータ活用等に係る先端分野毎に標準化活動を展開
SC 41 Internet of Things and related technologies, SC 42 Artificial Intelligence等含む22のSCが存在

Working Group: WG

横断的方針や
知見を共有

更に個別具体な規格の検討、他との連携構築を企図した標準化活動を展開
WG11 Smart Cities, WG 12 3D printing and scanning, WG 13 Trustworthinessの3のWGが存在

Advisory Group: AG

Technical Committee: TC 

ISO/IEC JTC 1

共通 参照番号：8-O1～5、7、9今月のピックアップ

次頁以降詳述

次頁以降詳述

画像の出所：CESI（http://www.cesi.cn/201911/5762.html）

http://www.cesi.cn/201911/5762.html
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ISO/IEC JTC 1におけるAdvisory Group（AG）一覧※ （参照番号：8-O1～5、7、9）

（参考）JTC 1のAdvisory Groupには、特定の技術分野を担う組織の他、共通する
分野を担う組織が設置され連携が図られている

Advisory Group名 対象分野

AG 1 Advisory Group on Communications 共通分野 • 対内・対外発信の管理・実施

AG 2 Advisory Group on JTC 1 Emerging Technology and 

Innovation (JETI)

技術分野 • 新興技術（独立したAGが設立されていない分野を担当）

AG 3 Open Source Software 技術分野 • オープンソースソフトウェア

AG 4 Quantum Computing 技術分野 • 量子コンピュータ

AG 6 Autonomous and Data Rich Vehicles 技術分野 • 自動運転やデータを活用する乗り物全般

AG 7 Trustworthiness 技術分野 • データの信憑性、透明性、譲渡性

AG 8 Meta Reference Architecture and Reference Architecture 

for Systems Integration

技術分野 • システム連携のメタリファレンスアーキテクチャ

AG 9 Data Usage 技術分野 • データの利活用

AG10 Outreach 共通分野 • JTC 1に関連する標準化機関・団体との連携推進

AG 11 Digital Twin 技術分野 • IoT、CPS、3Dモデリング等技術を活用したデジタルツイン

AG 12 Technical Corrigenda 共通分野 • 発行済み規格の正誤表の訂正方法の整理

AG 13 Use Cases for VR and AR based ICT Integration Systems 技術分野 • VR、ARに関連するユーズケース

AG 14 Systems Integration Facilitation (SIF) 共通分野 • JTC 1内・外とのシステム連携におけるファシリテーション

AG 15 Standards and Regulations 共通分野 • ポリシーメイキングにおける規格活用の調査

JAG JTC 1 Advisory Group 共通分野 • AGの組織全体の業務管理
• 新規AG設立の検討

※ AG 5は不在

共通今月のピックアップ

今回の総会において、AG 7を廃止し、新たにWG13 Trustworthinessを設置することが決定

参照番号：8-O1～5、7、9

出所：ISO、IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成
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ISO/IEC JTC 1/SC 42 人口知能における標準化活動 （参照番号：8-O1～5、7、9）

ISO/IEC JTC 1/SC 42は人工知能に関する標準化活動を取り扱っており、
直近ではBig DataやTrustworthinessの観点から活発な議論を展開

委員会名 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence （人工知能）

 JTC 1における人工知能に関する標準化のフォーカルポイントとして、用語と定義、リスク管理、AIシステムのバイアスと信頼
性、ニューラルネットワークの堅牢性、機械学習システム、倫理的及び社会的懸念等、AIに関する幅広い分野について検討

体制

 28のPメンバー、13のOメンバーにより構成 （議長国：米国、事務局：米国国家規格協会（ANSI） ）
 2のAdvisory Group、3のAd Hoc Group、6のWorking Groupにより構成

直近の
標準化活動

 ISO/IEC JTC 1/SC 42は、経済産業省・日本情報処理学会（IPSJ）がホストとなり、総会を開催（2019年10月7日～11日）
【主要な決定事項及び成果】

• 策定中規格の要件を検討
 AI管理や倫理的側面を含む策定中規格の要件を議論し、13規格の内半数以上に関して初期草案作成が完了したことを報告

• 2つの諮問グループを新設
 SC 42/AG 1 AI Management Systems Standard (MSS)

 SC 42/AG 2 AI Systems Engineering

【（参考）個別WG（WG3 Trustworthiness）※1における活動概要】
• AIにより生成された情報の信頼性について、TC 262 Risk Management等と
協力し、AI管理や倫理的側面等について活発に議論し、TRを作成中
 ISO/IEC TR 24028, Information technology – Artificial intelligence (AI)

– Overview of trustworthiness in artificial intelligence

※1 Trustworthiness自体は、JTC 1全体でも注目されており、JTC 1直下にもWGを設置することが決定

種別 委員会名
Advisory

Group AG 1 
AI Management Systems 

Standard

AG 2 AI Systems Engineering

Ad Hoc

Group
AH G1 Dissemination and outreach

AH G2 Liaison with SC 38

AH G3 Intelligent systems engineering

種別 委員会名
Working

Group
JWG 1 Joint Working Group ISO/IEC JTC 1/SC 42 - ISO/IEC JTC 1/SC 40: 

Governance implications of AI

WG 1 Foundational standards

WG 2 Big Data

WG 3 Trustworthiness

WG 4 Use cases and applications

WG 5 Computational approaches and computational characteristics of AI systems

共通今月のピックアップ

スコープ

参照番号：8-O1～5、7、9

出所：ISO、IEC HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

画像の出所：IEC（https //blog.iec.ch/2019/11/international-standards-committee-on-ai-ecosystem-achieves-milestone-and-launches-new-areas-of-study/）

https://blog.iec.ch/2019/11/international-standards-committee-on-ai-ecosystem-achieves-milestone-and-launches-new-areas-of-study/
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テーマ別情報一覧

11月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1977

注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引（Eコマース）、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 ドイツの200
以上の民間
銀行を代表
するロビー
グループが
デジタル
ユーロを
呼びかけ

11月4日 ドイツ銀行協会は、デジタル版ユーロの発行と欧州共通決済プラット
フォームの開発を呼びかける文書を発表（10月30日）

 ドイツ銀行協会概要：
• 1951年に設立
• ドイツ銀行、クレディ・スイス、コメルツ銀行を含む200以上の民間銀行
が参加

 文書概要：
• デジタルユーロは、顧客の利便性、コスト及びトランザクション速度の
面で既存の決済システムより利点があることを説明

• また、デジタルユーロの推進にあたり政府、銀行間の連携が
必要不可欠であることを強調

Business 

Insider

https://ww

w.busines

sinsider.co

m/private-

german-

banks-call-

for-euro-

crypto-

2019-11

1-E2 EU、Libraに
警戒し、
公開デジタ
ル通貨の
発行を検
討：ドラフト

11月5日 EUは、欧州中央銀行（ECB）に対し、公的なデジタル通貨発行の検討を
呼びかけるドラフト文書を作成

 背景：
• フランスとドイツは、暗号通貨Libraの金融セクターに対するリスクに言
及し、公的な代替通貨の開発の必要性に言及（9月）

 文書概要：
• ハイリスクな暗号通貨プロジェクトの禁止を含む、暗号通貨への統一
的なアプローチの必要性に言及

 今後の予定：
• 次回会合（12/5）での採択を視野に入れ、財務大臣を中心に検討
予定

Reuters https://uk r

euters.com

/article/us-

eu-

cryptocurr

ency-

regulations

/alarmed-

by-libra-

eu-to-look-

into-

issuing-

public-

digital-

currency-

draft-

idUKKBN1

XF1VC

1979

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（1/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.businessinsider.com/private-german-banks-call-for-euro-crypto-2019-11
https://uk.reuters.com/article/us-eu-cryptocurrency-regulations/alarmed-by-libra-eu-to-look-into-issuing-public-digital-currency-draft-idUKKBN1XF1VC
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E3 EBAは、欧
州委員会に
国境を越え
た活動の
拡大促進を
要請

11月5日 欧州銀行協会（EBA）は、欧州委員会（EC）に対し銀行及び決済サービス
の国境を越えた提供の促進を要請するプレスリリースを発表

 プレスリリース概要：
• 銀行及び決済サービスの越境サービス提供における阻害要因を指摘

• デジタルアクティビティが越境サービスの提供と見なされる
タイミングの識別に関するガイダンスの不足

• EU法の不調和及びEU法の未設定
• EBAは、ECに対し、阻害要因の早急な緩和による金融機関や

FinTech企業の越境サービス提供の促進を要求

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

eba-asks-

the-

european-

commissio

n-to-

facilitate-

the-

scaling-up-

of-cross-

border-

activity/

1-E4 EU銀行が
新しい気候
戦略とエネ
ルギー融資
ポリシーを
開始

11月18日欧州投資銀行（EIB）の理事会は、新しいエネルギー融資ポリシーに合意
 新融資ポリシー概要：

• 欧州のエネルギー産業に関するEIBの関与について、5つの原則を
規定
• 2030年までにEU全体で32％の再生可能エネルギーのシェアを達
成することを目指し、低炭素またはゼロカーボン技術のサポートを
強化、脱炭素化を加速

• 分散型エネルギー生産、革新的なエネルギー貯蔵、e-モビリティ
分野の投資増加

• 風力や太陽光等の新エネルギー源に不可欠なグリッド投資の確保
及び国境を越えた相互接続の強化

• EU以外のエネルギー変革をサポートするための投資インパクトの
増加

Energy 

Industry 

Review

https://ene

rgyindustry

review co

m/environ

ment/eu-

bank-

launches-

new-

climate-

strategy-

and-

energy-

lending-

policy/

1980

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(2/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（2/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/the-eba-asks-the-european-commission-to-facilitate-the-scaling-up-of-cross-border-activity/
https://energyindustryreview.com/environment/eu-bank-launches-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy/
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参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

フラ
ンス

1-E5 1858-プレス
リリース-フ
ランスはブ
ロックチェー
ンの規制枠
組みを採用
した最初の
欧州諸国の
1つ

11月22日フランスは、金融サービス向けのブロックチェーンアプリケーション管理に
関する政令（デクレ2019-1213）を発行（11月22日）

 背景：
• 企業の成長・変革のための行動計画に関する法（PACTE 法）が公布
（2019年5月23日）
• 暗号通貨サービスプロバイダ向けの「デジタルアセットサービスプ
ロバイダ」としてのビザ設置等のブロックチェーン及び暗号通貨に
関する法案を規定

 デクレ2019-1213概要：
• デジタル資産サービスプロバイダー（PSAN）に関する規制の枠組み
を導入
• セカンダリーマーケットにおいても、プライマリーマーケットと同様に

Autorité des Marchés Financiers （AMF）への申請による承認取
得を規定

Ministère des 

E'conomie et 

des Finances 

(MINEFI)

https://min

efi hosting.

augure.co

m/Augure_

Minefi/r/Co

ntenuEnLi

gne/Downl

oad?id=FD

6BD74F-

04A3-

4DDC-

AC8D-

07C91AD0

F7F4&filen

ame=1858

%20-

%20CP%2

0d%C3%A

9cret%20P

ACTE%20

prestataire

s%20de%

20services

%20sur%2

0actifs pdf

欧州 1-E6 グリーンファ
イナンスの
規制を検討
している欧
州連合-

41兆ドルの
市場

11月27日EUは、グリーンファイナンス市場の規制を検討
 検討内容：

• グリーンボンド、ファンド、その他関連商品の分類法の確立
• 原子力エネルギーの扱いを含むグリーン投資の定義の確立

THE STRAITS 

TIMES

https://ww

w.straitsti

mes.com/b

usiness/eu

ropean-

union-

looking-to-

regulate-

green-

finance-a-

41-trillion-

market

1981

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(3/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（3/15）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=FD6BD74F-04A3-4DDC-AC8D-07C91AD0F7F4&filename=1858%20-%20CP%20d%C3%A9cret%20PACTE%20prestataires%20de%20services%20sur%20actifs.pdf
https://www.straitstimes.com/business/european-union-looking-to-regulate-green-finance-a-41-trillion-market
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地域・
国

参照#
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

フィン
ランド

1-E7 持続可能な
金融の標準
化は興味
深い

11月28日フィンランド標準化機関SFSは、持続可能な金融に関する標準化活動を
紹介

 活動概要：
• SFSは、ISOによる持続可能な金融に関する標準化活動の動向を
積極的にフォロー

• また、国内技術委員会SFS/SR 238 「持続可能な金融」にて規格策定
活動を実施

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/kes

tavan rah

oituksen s

tandardisoi

nti kiinnos

taa 5319 n

ews

スウェ
ーデン

1-E8 スウェーデ
ンのNAOは、
金融商品に
関する消費
者保護のた
めのEU規
制レビュー
の必要性を
示唆

11月29日スウェーデン国家監査局（Swedish National Audit Office: NAO）は、
金融分野の消費者保護に関するレポートを発行、PPMファンド市場の
消費者保護に関し、欧州レベルでの規制の必要性を主張

 背景：
• スウェーデンでは、規制によりPPMファンド市場の消費者保護を強化

 レポート概要：
• 金融セクターにおける消費者保護の要件及び監視の状態について
記載

• 複雑な金融商品においては、スウェーデン当局の規制では対処で
きないことから、欧州レベルでの規制の必要性を示唆

Investment 

Europe

https://ww

w.investm

enteurope.

net/news/4

007523/eu

-regs-

consumer-

protection-

funds-

reviewing-

suggests-

swedish-

nao

1982
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ファイ
ナンス

米国 1-U1 新報告書
低炭素の未
来のための
バンキング：
気候危機の
時代におけ
る金融

11月8日 インパクト投資管理会社のBoston Commonは、年間報告書を発行し、
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）や責任ある銀行原則
（PRB）などが十分に効果を上げていないと指摘
 Boston Commonは、近年金融業界に関連するグリーンファイナンス等に係る
イニシアチブが多数設立されてた一方で、具体的な成果が十分でないと指摘

 銀行業界に対し要求するアクション事項：
• コーポレートカルチャーとマインドセットの変革
• 融資の優先順位と手順の変更
• 測定、報告、褒賞の徹底
• 関与と協調の強化
• 企業の影響力を行使しての発信

Boston 

Common 

Asset 

Management

http://news

.bostonco

mmonasse

t.com/bank

ing-on-a-

low-

carbon-

future-

finance-in-

a-time-of-

climate-

crisis/

1-U2 提案された
法案により、
米国大手
銀行は気候
変動ストレ
ステストを
受ける
可能性

11月21日米国の民主党上院議員は、米国連邦準備制度理事会に大手銀行の気候
変動ストレステストを実施することを指示する法案を提出
 生産性や資産価値、経済全体に影響を与える洪水や山林火災などの異常気象
が頻発していることを受け、民主党上院議員が規制当局に銀行の気候変動ストレ
ステストを実施することを求める「Climate Change Financial Risk Act of 2019」
（法案）を提出

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-usa-

senate-

fed-

climate/big

-banks-

would-get-

climate-

stress-

tests-

under-

proposed-

u-s-law-

idUSKBN1

XU2FB

1983
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ファイ
ナンス

米国 1-U3 米国議会は、
金融技術と
データプライ
バシーに
取り組む

11月23日米国議会の金融技術タスクフォースは、金融業界におけるビッグデータの
役割について、ヒアリングを実施

 背景：
• 米国議会はスマートフォンやアプリの普及等により金融業界で顧客
データの活用が進展

 新たな法規制を検討するため金融機関による顧客データの扱いについて専門家
ヒアリングを実施

 ヒアリングにおいて発出された意見（抜粋）：
• 顧客の合理的に予測する範囲を超えて、企業が顧客データを利用
することへの懸念

• 顧客データの活用が、差別的な金融サービスの提供を助長する懸念
• 企業が顧客の権利を蔑ろにしているとの批判
• 企業による顧客データアクセス制限のためのテクノロジー活用
可能性

• 業界がこれまで顧客データ保護に積極的に関与してきたことへの
評価

• キャッシュフローデータの情報活用による、より開かれた
金融サービスの提供

CoinTelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

us-

congress-

wrestles-

with-

financial-

technologi

es-and-

data-

privacy

1984
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ファイ
ナンス

中国 1-C1 広東、香港、
マカオ、大
湾地区の電
子署名相互
承認ワーキ
ンググルー
プが設立さ
れ、最初の
ワーキング
グループ
会議が開催

11月15日広東、香港、マカオ、大湾地区の電子署名相互承認ワーキンググループ
が設立され、最初のワーキンググループが開催（11月15日＠深圳、中国）

 協議内容：
• ワーキンググループの体制及び作業目標を明示
• 参加者は、相互承認方法、証明書戦略、その他の文書の開発、及び
国境を越えたサービスや金融、その他のビジネスへの適応について
議論

 参加者：
• 珠江デルタ地域の協会、アライアンス、企業、科学研究機関、メディア
から約200人

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7525883

/content ht

ml

1-C2 中国のグ
リーンファイ
ナンス市場
は着実に
拡大：報告

11月19日中国人民銀行（PBOC）は中国のグリーンファイナンス開発に関する年次
報告書において、中国のグリーンファイナンス市場は製品・サービスの革
新により着実に拡大していることを公表
 昨年のグリーンボンドの発行額は2,800億元（約400億米ドル）を超え、全国の貸
出残高は、前年比16％増の8.23兆元に到達

 グリーンファンド、グリーン保険、グリーントラストなどの新製品およびサービス
モデルが出現し続けており、それらがグリーンプロジェクトの資金調達チャネルを
拡大し、資金調達コストとリスクを削減することに貢献していると説明

Xinhua http://www.

xinhuanet.

com/englis

h/2019-

11/19/c 1

38567663.

htm

1985
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ファイ
ナンス

中国 1-C3 国家標準委
員会が新た
に標準化技
術委員会を
設立

11月20日国家標準委員会（SAC）が、新分野における新たな標準化技術委員会を
設立
 国際的な標準化の動向に合わせるため、資産管理標準化技術委員会（SAC / 

TC583及び）マイクロバブル技術標準化技術委員会（SAC / TC584）を設立
 国の経済発展と社会統治に伴い、健康検疫標準化技術委員会（SAC / TC582）、
少数民族の服装および流通標準化技術委員会（SAC / TC585）、臓器管理標準
化ワーキンググループ（SAC / SWG17）を設立

 ブロックチェーンテクノロジー、シェアリングエコノミー、ベビー用品等社会的に
重要性の増す分野を中心に技術委員会の設立準備作業を開始

中国国家
標準化管理
委員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201911/t2

0191120

343876.ht

m

1-C4 国家金融標
準化技術委
員会の2019
年ワーキン
グ会議と
第4委員会
の第3回
全体会議が
北京で開催

11月21日全国金融標準化技術委員会の2019年ワーキング会議と第4委員会の
第3回全体会議が開催（11月20日＠北京）

 会議概要：
• Fan Yifei中国人民銀行副総裁、 Liang Tao中国銀行保険規制委員
会副委員長、Zhao Zhengping全国金融標準化技術委員会副局長、
Xu Changxing市場監督監督総局の標準技術管理部の副部長が金
融業界における標準化活動に関して講演

 参加者：
• 中国人民銀行、市場監督管理総局、銀行規制委員会、中国証券規制
委員会、外国為替局、全国金融標準化技術委員会、中国標準化研究
院、国家情報セキュリティ標準化技術委員会および関連する大学や
業界団体の専門家

全国金融
標準化技術
委員会
（SAC/TC180）

http://www.

cfstc org/ji

nbiaowei/2

929436/29

75618/ind

ex.html

1986
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ファイ
ナンス

中国 1-C5 中国電子技
術標準化研
究院が議
長を務める
2019年全国
情報技術標
準化技術委
員会生体認
証小委員会
技術委員会
（SAC / 

TC28 / 

SC37）第2
回会議が
北京で開催

11月21日中国電子技術標準化研究院（CESI）が議長を務める2019年全国情報技
術標準化技術委員会生体認証小委員会技術委員会（SAC / TC28 / 

SC37）第2回会議が開催（11月20日＠北京、中国）
 協議内容：

• Yang Jianjun議長が今後の委員会の活動に関して、今後5年間で
国内の技術の標準化に焦点を当て、生体認証アプリケーション規格
の研究と策定を強化し、生体認証とその他の関連セキュリティ問題の
研究を強化し、国際標準化作業を加速させ、国内産業の発展を促進
していくと強調

• モバイル機器ワーキンググループとゲノム同定ワーキンググループが
作業報告書を作成

• 事務局が、虹彩識別作業グループ、顔認識作業グループ、行動認識
作業グループ、および静脈識別作業グループの報告書の準備状況に
ついて報告

• 会議中、生体認証ホワイトペーパー（2019年版）を発行
 参加者：

• 80以上の生体認証関連企業および研究機関から110人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5831

.html

1-C6 金融標準は、
金融業界が
両方向で
開く能力を
大幅に強化

11月26日全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）は、2019年作業会議を開催
（11月20日@北京、中国）

 協議内容：
• 金融標準化に関する研究の実施、金融標準化人材の育成、金融ガバ
ナンスシステムの近代化において戦略的な役割を果たす金融規格開
発の必要性を議論

 参加者：
• China Banking and Insurance Regulatory Commission（CBIRC）、
中国人民銀行、交通銀行等の代表者

中国電子商務
研究中心
（CECRC）

http://www.

100ec cn/d

etail--

6535794 h

tml

1987
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ファイ
ナンス

中国 1-C7 中国工業情
報化部は、
グリーンクレ
ジットポリ
シーの研究
と推進を
組織

11月29日中国工業情報化部は、グリーンクレジットに関する政策研究、実証実験等
を実施

 取組み概要：
• 上海にて、グリーンクレジットポリシーに関する調査を実施

• 上海市経済情報委员会と中国国家開発銀行上海支店は、産業用
省エネ及びグリーン開発金融サービスを支援する措置を導入

• 包括的な金融サービスプラットフォームである「上海産業グリーン
ローン」の実証実験を実施

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7547609

/content ht

ml

1-C8 工業情報化
部がブロッ
クチェーン
の標準化に
関するセミ
ナーを開催

11月8日 工業情報化部がブロックチェーンの標準化に関するセミナーを開催
（11月7日＠北京、中国）

 開催背景：
• 中央政治局の第18回集団研究においてブロックチェーン技術と産業
革新の発展に関する重要性が言及され、ブロックチェーンの標準化と
標準に関する組織の設立を推進

 今後の予定：
• 工業情報化部情報・ソフトウェアサービス部門が関連部門を統合
• ブロックチェーンの標準化研究を強化、標準の開発を加速し、国際的
な標準化団体との積極的な連携を予定

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7510976

/content ht

ml

1988
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ファイ
ナンス

中国 1-C9 中国電子技
術標準化
研究院がブ
ロックチェー
ンの標準化
に関する
セミナーを
開催

11月8日 中国電子技術標準化研究院（CESI）、工業情報化部情報・ソフトウェア
サービス部門、市場監督管理総局がブロックチェーンの標準化に関する
セミナーを開催（11月7日）

 協議内容：
• 中国電子技術標準化研究院が、ブロックチェーンの国際及び国内標
準化の進展を紹介し、ブロックチェーン標準化に関する研究を強化す
るための次のステップを提案

• 会議の参加者が、ブロックチェーンの標準化、中国のブロックチェーン
標準システムの構築、主要な標準の策定と推進、国際標準化作業の
改善に関する研究の強化について議論

 参加者：
• 北京市経済情報局、北京インターネット裁判所、浙江大学、北京航空
宇宙大学、中国情報通信研究所、北京コンピューティングセンター、
Huawei、Tencent、Ant Financial、Jingdong等10の組織の代表者

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5756

.html

1989

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(5/6)
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ファイ
ナンス

中国 1-C10 中国電子情
報産業連盟
電子署名と
信頼できる
サービス開
発アライア
ンスの準備
開始式が
深圳で開催

11月20日中国電子情報産業連盟により電子署名と信頼できるサービス開発アライ
アンスの準備開始式及び広東省、香港、マカオ大湾地区電子署名証明書
相互承認ワーキンググループ創設会議が開催（11月15日＠深圳、中国）

 創設会議のテーマ：
• 制限のないベイエリアの知の相互承認：電子署名と信頼できるサービ
スの標準化を積極的に促進し、電子署名と次世代情報技術の統合と
イノベーションを促進し、中国での電子署名と信頼できるサービスの
適用を促進

 協議内容：
• Cao Jianhua中国電子情報産業連盟副会長が、「中国電子情報産業
連盟電子署名と信頼できるサービス開発アライアンスの設立同意書」
を発表

• 中国電子技術標準化研究院は「電子署名と信頼できるサービス研究
報告書」を発表し、信頼できるサービスの概念を紹介

• 電子署名と信頼できるサービスの技術的背景、国内外の信頼できる
サービスの開発状況、信頼できるサービスの主要技術、典型的なア
プリケーションシナリオ、中国における信頼できるサービスの開発を促
進するための提案について報告

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5821

.html

1990

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(6/6)

ファイナンステーマ別情報詳細

ファイナンス分野関連記事詳細（12/15）

http://www.cesi.cn/201911/5821.html
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ファイ
ナンス

シンガ
ポール

1-A1 海運セク
ターのより
持続可能な
燃料への
移行をサ
ポートする
新たな規格

11月7日 シンガポール規格審議会は、新たなシンガポール規格SS648
「バンカーマスフローメータ（MFM）のための実践規範」を発行

 規格概要：
• 本分野の世界初規格であるSS 648は、2015年に開発されたテクニ
カルレファレンス（TR） 48と比較し、海洋燃料油と留出物の対象範囲
と用途を拡大

• MFMの燃料補給の運用面を強化し、国際海事機関（IMO）の規制を
満たすために2020年1月に低硫黄燃料油制度に移行するバンカー業
界のニーズの変化を支援

Enterprise 

Singapore

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/nove

mber/new-

standard-

to-support-

maritime-

sectors-

shift-to-

more-

sustainabl

e-fuels

1-A2 シンガポー
ルは気候変
動対策を推
進するため
にグリーン
ファンドに
20億ドルを
投資

11月11日シンガポールFinTechフェスティバルにおいて、教育大臣がシンガポール
金融庁（MAS）のグリーンアクションプランの一環としての新たな
イニシアチブを発表

 Ong Ye Kun教育大臣発言要旨：
• MASは、20億米ドルのグリーン投資プログラムを開始しており、投資
戦略としてグリーンに重点を置きシンガポールでの財務活動と能力の
深化に取り組むアセットマネージャーが所属するファンドに投資

• 企業が持続可能性フレームワークを開発し、外部のレビュアーを関与
させるための費用を負担するのに役立つ助成金制度を展開

• MASがグリーンファイナンス手段を評価及び認証する外部のレビュ
アーと共に、格付け機関をサポートするためのスキームを開発

• 規制当局は、金融セクターに適用できるアジア中心の気候研究に
貢献するシンクタンクの設置を支援

• 銀行、保険、資産管理の各セクター向けに、ガバナンス、リスク管理、
開示に関する基準を設定する環境リスク管理ガイドラインを発行

The Straits 

Times

https://ww

w.straitsti

mes.com/b

usiness/si

ngapore-

to-invest-

us2-billion-

in-green-

funds-to-

drive-

climate-

action

1991

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(1/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（13/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2019/november/new-standard-to-support-maritime-sectors-shift-to-more-sustainable-fuels
https://www.straitstimes.com/business/singapore-to-invest-us2-billion-in-green-funds-to-drive-climate-action
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ファイ
ナンス

ベト
ナム

1-A3 国営銀行が
決済サービ
スプロバイ
ダーにおけ
る外国人の
所有権を
引き下げ

11月23日ベトナム国家銀行（SBV）は、決済サービス業界における外国人資本保有
率を現在の無制限から49％に引き下げる予定であることを発表
 外国人投資家による操作を回避し、銀行及び金融活動のセキュリティと安全性を
確保するため、決済サービスに関する新しい法令草案に外資規制を含める予定

 （参考）国内における事業者動向：
• 現在国内には、MoMo、Moca、Payoo、SenPay、Zalopay、Airpay、

VNPay、Monpay、ViettelPay、1Pay、Nganluong、VTCpay、Mpay、
Wepayなど、30の決済サービスプロバイダーが存在

VietNam 

News

https://viet

namnews.

vn/econom

y/548852/s

tate-bank-

to-lower-

foreign-

ownership-

in-

payment-

intermedia

ries.html

タイ 1-A4 10社以上が
来年以降に
グリーンボ
ンドを開始

11月23日タイ証券取引委員会（SEC）副会長が、10社以上がグリーンボンドを来年
発行する体制を整備中であり、グリーンボンド検査機関の創設を検討中
であると発言

 Sirivipa Supantanet SEC副会長発言要旨：
• 上場企業と非上場企業の両方を含む10社以上が、来年グリーンボン
ドを発行する体制を整備中

• 証券取引委員会（SEC）とタイ証券取引所は、国際基準に適合させる
ため、グリーンボンド検査機関の創設を検討しており、本件について
世界銀行に相談

Bangkok Post https://ww

w.bangkok

post com/b

usiness/18

00359/ove

r-10-firms-

to-launch-

green-

bonds-

next-year

1-A5 暗号通貨：
タイは2020
年に規制の
枠組みを
変更予定

11月27日タイの証券取引委員会が、2020年に暗号資産の活動を管理する法律を
改訂することを検討中

 背景：
• 中国によるブロックチェーン技術支援の表明

 検討内容：
• 国内の暗号資産活動の発展を促進しリスクから保護するため、2018
年5月に制定された暗号資産活動に関する法律において、①証券会
社、②暗号交換、③トークンポータルプロバイダー、④ICO（イニシャ
ル・コイン・オファリング）ポータルの4種類のビジネスを対象としていた
ところ、新たにデジタル資産セクターを含めることを検討

International 

Business 

Times

https://ww

w.ibtimes.s

g/cryptocur

rency-

thailand-

plans-

change-

its-

regulatory-

framework

-2020-

35023

1992

【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(2/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（14/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://vietnamnews.vn/economy/548852/state-bank-to-lower-foreign-ownership-in-payment-intermediaries.html
https://www.bangkokpost.com/business/1800359/over-10-firms-to-launch-green-bonds-next-year
https://www.ibtimes.sg/cryptocurrency-thailand-plans-change-its-regulatory-framework-2020-35023
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 【国際】国連
グローバ
ル・コンパク
ト、企業の
SDGsファイ
ナンス拡大
ガイダンス
発行。幅広
く手法解説

11月1日 国連グローバル・コンパクト（UNGC）は、国連持続可能な開発目標
（SDGs）の達成に向け、新興国や後進国への民間投資を促進するため
の企業向けガイダンスを発行（10月29日）

 文書概要：
• 「FDI」「金融仲介」「官民パートナーシップ（PPP）」の3つのテーマで、
ファイナンスをSDGsにつなげる道筋を解説
• FDIにおいては、SDGsとの関連のさせ方や効果の最大化等の
方法を提示

• 金融仲介においては、銀行、貿易ファイナンス、保険、ヘッジファン
ド、証券化の各金融分野での関わり方や、金融機関によるインパ
クト発揮の向上方法を提示

• PPPにおいては、ブレンデッドファイナンスや、コーポレートファイナ
ンスへの補助金等を紹介

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/11/01/ung

c-sdg-

finance/43

480

1-O2 Financial 

Action Task 

Forceはデ
ジタルIDに
関するガイ
ダンスドラフ
トで生体認
証を検証

11月5日 Financial Action Task Force (FATF) は、"DRAFT GUIDANCE ON 

DIGITAL IDENTITY"を公開
 文書概要：

• 政府、金融機関等に対し、生体認証を含むデジタルIDシステムを使用
したテロ資金調達及びマネーロンダリング防止に関するガイダンスを
提供

• 生体認証に関するリスクに焦点を当てた上で、世界各国で採用されて
いるシステムについても紹介

Biometric 

update.com

https://ww

w.biometri

cupdate co

m/201911/

financial-

action-

task-force-

examines-

biometrics-

in-draft-

guidance-

on-digital-

id

1-O3 COP25
および関連
イベント

11月26日国連の気候変動会議COP25が開催予定
（12月2～13日@マドリード、スペイン）
 Clean Energy Ministerial (CEM) メンバーによる関連イベントリストを公開

Energy 

Management 

Working 

Group
（EMWG）

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

cop25-

and-

associated

-events

1993

【情報収集結果】その他地域、機関におけるファイナンス分野の標準化動向

ファイナンス分野関連記事詳細（15/15）

ファイナンステーマ別情報詳細

https://sustainablejapan.jp/2019/11/01/ungc-sdg-finance/43480
https://www.biometricupdate.com/201911/financial-action-task-force-examines-biometrics-in-draft-guidance-on-digital-id
http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/cop25-and-associated-events
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ヘルス
ケア

欧州 2-E1 ロシア、エカ
テリンブルク
での第16回
IMDRF会議
–会議資料
が利用可能

11月4日 第16回国際医療機器規制当局フォーラム（IMDRF）会議が開催
（9月16～18日@エカテリンブルク、ロシア）

 協議内容：
• IMDRF管理委員会（MC）は、規格N60 Principles and Practices for 

Medical Device Cybersecurity 等の進捗状況を議論
• また、MCは医療機器臨床評価WGからの3つの最終規格文書を承認

• N55: Clinical Evidence – Key Definitions and Concepts

• N56: Clinical Evaluation

• N57: Clinical Investigation

• 更に、Post-Market Clinical Follow-Up Studies (GHTF/SG5/N4)の
更新作業に同意

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/16th-

imdrf-

meeting-

in-

yekaterinb

urg-russia-

meeting-

documents

-available/

2-E2 MedTech 

Europeは、
デジタルヘ
ルス変革に
関する
Politico
ワークショッ
プに貢献

11月4日 MedTech Europeは、欧州議会にて開催されたワークショップ「EU 

Health 2024: digital transformation of health care」にて、デジタル
ヘルス分野における国際標準への準拠の必要性に言及（10月2日）

 イベント概要：
• Politicoが主催し、欧州議会にて開催
• MedTech Europeは、各国および地方政府に対しデジタルヘルスの
相互運用性に関する国際標準への準拠を要求

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/medtec

h-europe-

contributes

-to-

politico-

workshop-

on-digital-

health-

transforma

tion/

1995

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（1/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/16th-imdrf-meeting-in-yekaterinburg-russia-meeting-documents-available/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europe-contributes-to-politico-workshop-on-digital-health-transformation/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E3 MDCGサブ
グループ内
のガイダン
ス開発

11月4日 欧州委員会成長総局（DGGROW）は、欧州医療機器規制（MDR）及び
欧州体外診断用医療機器規則 (IVDR)の実装に関する医療機器調整
グループ（MDCG）の成果物に関する情報をまとめた文書を公開

 文書概要：
• 予想されるガイダンス文書のリストを、利害関係者への推奨承認
スケジュールと共に提供

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/guidan

ce-

developme

nt-within-

mdcg-

subgroups

/

2-E4 MDRおよび
IVDRの実
装をサポー
トするため
に発行され
たソフトウェ
アの条件と
分類のガイ
ダンス

11月4日 欧州委員会成長総局（DGGROW）は、ガイダンス文書「Guidance on 

Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 

2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR」を公開
（10月11日）

 文書概要：
• 新医療機器規制の範囲内にあるソフトウェアの認証基準を定義し、
ソフトウェアの分類基準（ルール）の適用に関するガイダンスを提供

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations
（MedTech 

Europe）

https://ww

w.medtech

europe.org

/news-

and-

events/ne

ws/qualific

ation-and-

classificati

on-of-

software-

guidance-

published-

to-support-

the-

implement

ation-of-

the-mdr-

and-ivdr/

1996

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（2/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/guidance-development-within-mdcg-subgroups/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/qualification-and-classification-of-software-guidance-published-to-support-the-implementation-of-the-mdr-and-ivdr/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 2020年の欧
州標準化の
ための年次
連合作業
プログラム
が公開！

11月4日 欧州委員会（EC)は、2020年の欧州標準化のための年次連合作業
プログラムを公開

 文書概要：
• 2020年の欧州における標準化作業の優先順位を提供
• 環境問題に関する複数分野の標準化作業への注力の必要性を強調
（以下、例）
• 電気モーター、給湯器、洗濯機、家庭用洗濯乾燥機等の機器の
エネルギー性能を測定するエコデザイン

• プラスチック製漁具のリサイクルと再利用
• 肥料
• REACH規則の下で、消費者の物品に使用されるゴムおよびプラ
スチック材料中の制限物質（多環芳香族炭化水素）の移動制限の
開発

• 鉄鋼業界のクリーンな循環経済への移行を促進する標準の開発

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/annu

al-union-

work-

programm

e-for-

european-

standardis

ation-for-

2020-is-

out/

1997

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（3/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/annual-union-work-programme-for-european-standardisation-for-2020-is-out/
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ヘルス
ケア

英国 2-E6 BSIはオラン
ダの通知
機関の医療
機器規制の
指定を達成

11月6日 BSIは、蘭保健福祉スポーツ省（VMS）より、医療機器規制（MDR）の通知
機関としての認定を獲得（11月6日）
 BSIは、蘭の通知機関よりMDRの全範囲に対する適合性評価を提供可能

 背景：
• 英医薬品・医療製品規制庁（MHRA）は、BSIを新対外診断用医療機
器規則（IVDR、EU 2017/746）の欧州初の通知機関として指定
（10月26日）

• BSIは、MDR指定通知機関の全7件の内、英と蘭2つを獲得
 評価対象範囲（例）：

• アクティブな埋め込み型デバイス
• イメージング、モニタリング、診断のためのアクティブな非植込み型
デバイス

• アクティブな非植込み型治療デバイス及び一般的なアクティブな
非植込み型デバイス

• 非アクティブインプラントおよび長期外科的侵襲性デバイス
• 非アクティブな非埋め込み型デバイス
• ヒト由来の組織または細胞またはそれらの派生物を利用して製造され
たデバイス

• 再利用可能な手術器具
• ナノ材料を組み込んだ、またはナノ材料からなるデバイス
• 人体に局所的に分散したデバイス、または体内で化学変化を起こすこ
とを意図したデバイス

• カスタムメイドのクラスIII埋め込み型デバイス
• 規則の附属書XVIに基づく医療目的のないデバイス（公開共通仕様
が条件）

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/medica

l-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2019-

news/bsi-

achieves-

mdr-nl-

designatio

n/

1998
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ヘルス
ケア

欧州 2-E7 ドイツは、
IECの新し
い共同諮問
グループの
議長職を
引き受け

11月21日DKEは、IECにおいて新たな連携プラットフォームであるJoint Advisory 

Group（JAG）の議長を務めることを発表
 JAG概要：

• IECの3つの技術委員会（TC）の連携プラットフォームとして機能
• IEC/TC 100 Audio, video and multimedia systems and 

equipment

• IEC/TC 124 Wearable electronic devices and technologies

• SyC AAL Active Assisted Living

 今後の予定：
• 特定の領域のおける用語及びユースケースの明確化に関して作業を
予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/deutsch

land-

vorsitz-

joint-

advisory-

group-iec

1999
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 UL8400の
発表を通じ、
ULはAR・
VR・MRの
安全性の
向上を追求

11月4日 ULは、今後新規格UL 8400を策定し、AR・VR・MRの安全性の向上を
追求する計画であることを発表
 ULは、市場の拡大を背景にAR・VR・MRの新規格であるUL 8400を策定する
予定であることを発表

 策定に際してAR・VR・MRに関係する下記懸念事項への対応を予定
• 重量及び首への負担
• 光放射
• 熱による眼球への負担
• 動作から表示にかかる時間差

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

pursues-

enhanced-

safety-

augmente

d-virtual-

and-

mixed-

reality-

announce

ment-ul-

8400

2-U2 医療機器と
してのソフト
ウェアに
おけるAIと
機械学習

11月5日 アメリカ食品医薬品局（FDA）は、AIや機械学習を用いた
医療用ソフトウェアのライフサイクルを通じての規制枠組の策定を検討
 アメリカ食品医薬品局は、新たにAIや機械学習を用いた医療用ソフトウェアに
ついてライフサイクル全体における規制枠組の策定を検討

 背景：
• AIや機械学習を用いた医療用ソフトウェアが実用現場において学習
や適応することでより良い医療が可能に

• 一方で、継続的な安全性の担保が必要
 規制の方向性：

• 事業者が提出する製造販売届に、ソフトウェアに想定される修正や
その修正手法に言及した変更管理計画を包含

• 事業者がソフトウェアの透明性確保や実用現場でのモニタリングを
実施し、FDAに定期的に報告することを検討

US Food and 

Drug 

Administration 

(FDA)

https://ww

w.fda.gov/

medical-

devices/so

ftware-

medical-

device-

samd/artifi

cial-

intelligenc

e-and-

machine-

learning-

software-

medical-

device

2000

【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/8)

ヘルスケア分野関連記事詳細（6/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ul.com/news/ul-pursues-enhanced-safety-augmented-virtual-and-mixed-reality-announcement-ul-8400
https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-and-machine-learning-software-medical-device


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U3 IBMは顔認
証禁止を
避けるため
規制を要求

11月6日 IBMは米国議会に対し顔認証に関する過度な規制回避を要求
 IBMは、顔認証技術に関して完全な禁止はせず、適切な規制をかけるべきだと
提案

 背景:

• 中国による顔認証を用いた抑圧的監視を背景に、米国内の自治体が
顔認証の規制を検討

• IBMを含むテクノロジー企業は、完全な禁止などの過度な規制が顔認
証技術の有用な適応を妨げることを懸念

 規制の提案内容:

• 顔認証の対象者への通知、承諾の取得
• 技術を乱用する可能性がある国への輸出規制の実施
• 法執行機関による顔認証技術仕様の透明性の確保

AXIOS https://ww

w.axios.co

m/ibm-

facial-

recognition

-

regulation-

ban-

50000b77-

109d-

4472-

b4c5-

316b858e

7d74 html

2-U4 上院議員ら
は、Google
によるデー
タ取引を受
け、医療保
険の相互運
用性と説明
責任に関す
る法律の
アップデート
を呼びかけ

11月15日米国の上院議員らは「健康データの取引を禁止する医療保険の相互運用
性と説明責任に関する法律（HIPAA）」の改訂を呼びかけ

 背景:

• Googleと大手医療グループアセンション（Ascension）が医療データを
共有するパートナーシップを締結したことが判明

• 患者の情報が秘密裏に利用されることを議員らが批判
• Googleは今月に入りウェアラブル端末メーカーFitbitを買収することも
発表

 議員による提案事項：
• 立法から時間の経過したHIPPAが最新の技術やデータシェアリング
の動向を取り込めていないため、立法措置を取る必要性を表明

POLITICO https://ww

w.politico.c

om/news/2

019/11/15/

lawmakers

-call-for-

hipaa-

updates-

following-

googles-

data-deal-

071088

2001
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ヘルス
ケア

米国 2-U5 マイクロソフ
トは、カリ
フォルニア
州のデジタ
ルプライバ
シー法を
全米で適用

11月13日マイクロソフトは、 米国カリフォルニア州のConsumer Privacy Act 

(CCPA) の規定を全米で適用することを発表
 連邦レベルのデジタルプライバシー規制法が不在の中、マイクロソフトはCCPA
の規定を全米で適応することを発表

 CCPAの概要：
• 2020年1月に施行予定

• カリフォルニアに所在し、下記の条件のいずれかを満たす企業が
対象

• 2,500万米ドル以上の収入
• 個人情報の販売が主な事業
• 5万件以上の消費者、家庭、機器の個人情報の保持

• 消費者に下記の権利を保障
• 個人情報を収集されていることを知る権利
• 収集された情報にアクセスする権利
• 情報が販売・開示されたかどうかを知る権利
• 収集した団体に情報の削除や販売を要求する権利
• 上記の権利を行使したことにより差別的扱いを受けないこと

HelpNetSecuri

ty

https://ww

w.helpnets

ecurity.co

m/2019/11

/13/micros

oft-ccpa/

2002
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ヘルス
ケア

米国 2-U6 ANSIは、世
界トイレ
デーにあ
たって安全
と健康のた
めに果たす
規格の役割
を認識

11月18日米国国家規格協会（ANSI）は、11月19日の世界トイレデーを迎えるに
あたり、衛生的なトイレの普及に果たす規格業界の役割を紹介

 背景：
• SDGsの第6のゴール「安全な水とトイレを世界中に」が掲げられて
いる一方、今日42億人が安全に管理されたトイレ設備を享受できて
いないのが現状

 ANSIのこれまでの取組み：
• 2016年にISOプロジェクト委員会（PC）305の事務局として、下水道の
衛生システムについての規格であるISO 30500の策定に貢献

• 策定以降中国や南アジア、アフリカにおいて同規格の普及を促進
• 昨年、同規格がインフラ未整備の地域のより良い衛生設備の普及に
果たす役割について報告

 ANSIの現在の取組み：
• セネガルの国家機関ASNと共同でISO PC 318の事務局を務め、

2020年に汚泥の処理に係る規格ISO/DIS 31800を策定する計画

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

ef7be429-

aa6b-4fc6-

8dd6-

95580399

472e

2-U7 TÜV SÜDと
ASTMイン
ターナショナ
ルは、付加
製造（AM）
データの
パートナー
シップを
発足

11月20日ASTMインターナショナルとドイツTÜV SÜDは、付加製造（Additive 

Manufacturing）技術の活用加速化、信頼性の向上を目指した覚書を
締結

 戦略的パートナーシップ概要：
• 下記の分野における新たな教育、アドバイザリー、資格、認定サービ
スの共同開発を行い、AMに関する知識の共有や業界を超えての
技術活用を推進することに合意
• 地上交通とモビリティ
• 航空
• 工業プラント
• 消費財
• ヘルスケア

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/t%C3%B

Cv-

s%C3%B

Cd-and-

astm-

internation

al-launch-

partnershi

p-additive-

manufactu

ring

2003
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ヘルス
ケア

米国 2-U8 利用者の
健康データ
保護を推進
するため、
スーマート
ウォッチ
データ法案
が提案
される

11月21日米国議会において、利用者の承諾のないフィットネストラッカー、スマート
ウォッチ、健康アプリによる健康データの収集を禁じる法案が提出

 背景：
• Googleと大手医療グループアセンション（Ascension）が医療データを
共有するパートナーシップを締結したことが判明

• Googleは今月に入りウェアラブル端末メーカーFitbitを買収することも
発表

• 上記のGoogleの動きに対して、利用者の健康データの活用について
懸念が拡大

 法案概要：
• 利用者の同意なく、匿名化されていない、若しくは個人特定が可能な
健康データの転送、販売、共有、アクセスを禁止

• 対象となるデバイスは、利用者の健康情報を収集、保存、送信するこ
とが可能な製品やソフトウェア、アプリ等

HIPPA Journal https://ww

w.hipaajou

rnal.com/s

martwatch-

data-act-

consumer-

health-

data/

2004
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ヘルス
ケア

米国 2-U9 AMIAは、
NIHにFHIR
を活用した
R&Dを支援
するよう
要求

11月21日米国医療情報学会（AMIA）は、米国国立衛生研究所（NIH）に対し、医療
情報の共有規格Fast Healthcare Interoperability Resources（FHIR）
を活用したR&Dの支援をするよう要求

 背景：
• NIHが今夏にFHIRを活用した研究の在り方に関する情報提供を依頼
したことを受け、AMIAは電子健康記録（EHR)に基づいた健康データ
を用いた研究や医療情報科学分野のイノベーションを促進するため、
NIHがR&Dの支援をすることを提言

 AMIAによる要求・提案内容：
• 米国保健福祉省国家医療IT調整室（ONC）やCenters for Medicare 

& Medicaid Services（CMS）によるルール形成の動向や、Health 

Level Seven International（HL7）により整備運営されている規格
開発基盤を考慮し、FHIRが将来広く使われる医療情報の共有規格に
なる可能性が高いと判断して、下記の3点を提言

• FHIRを用いたR&Dの直接的な財政支援
• プロジェクト要件などを通じてFHIRの活用を求める間接的な支援
• 研究者らに対するFHIRの啓蒙及び活動支援

Association of 

Moving Image 

Archivists 

(AMIA)

https://ww

w.amia.org

/news-

and-

publication

s/press-

release/a

mia-calls-

nih-fund-

fhir-rd

2005
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ヘルス
ケア

米国 2-U10 FDAは、
安全配慮の
ために改良
を予定する
電子タバコ
の製造業者
に対し適合
審査のポリ
シーを説明

11月25日米国食品医薬品局（FDA）は、関連規格・法令への適応のために販売済
製品への改良を施すことに対し、市販前承認の規則を適応する意図がな
いことを表明

 背景：
• FDAは、関連団体と協力し電子タバコのバッテリーの破損の危険性を
低める業界規格UL 8139を策定

• 米国議会は、液体ニコチン容器を子供が開けられない形状にすること
を求めるChild Nicotine Poisoning Prevention Act of 2015
（CNPPA）を制定

 FDA発表内容：
• FDAは2018年8月時点で販売されていた製品に対し、製造業者が
上記の規格・法令に適合するための改良を施すことに対して、市販前
承認の規則を適応する意図がないことを表明

US Food and 

Drug 

Administration 

(FDA)

https://ww

w.fda.gov/

news-

events/fda-

brief/fda-

brief-fda-

explains-

policy-

manufactu

rers-

battery-

operated-

tobacco-

products-

and-e-

liquids-

who-are

2-U11 FDAは、医
療機器のイ
ノベーション
とサイバー
セキュリティ
に280万ド
ルの補助金
を支出

11月26日米国食品医薬品局（FDA）は、Medical Device Innovation 

Consortium （MDIC）を通じ、医療機器製造業者の品質向上と
サイバーセキュリティ―強化に280万ドルの補助金を支給
 FDAは、MDICを通じて280万ドルの補助金を支給し、下記のプログラムを支援す
ることを発表

• 医療機器製造業者の品質システムの審査を行うプログラムであるCase 

for Quality Voluntary Improvement Program pilot （CfQ VIP）の拡充に
よる、CfQ VIPで不適合とされた製造業者に対する適合化支援

• 医療機器の品質マネジメントシステム規格であるISO 13485を利用した医
療機器のサイバーセキュリティ強化

HIT 

Infrastructure

https://hitin

frastructur

e com/new

s/2.8m-

fda-grant-

goes-to-

medical-

device-

innovation-

cybersecur

ity

2006
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ヘルス
ケア

米国 2-U12 FDAは、
QSR/ISO 

13485の
整合化を目
指した規則
策定を延長

11月29日米国食品医薬品局（FDA）は、FDAの品質システム規制であるQuality 

System Regulation（QSR）と医療機器の品質マネジメントシステム規格
ISO 13485の整合性を確保するための規制公表を2020年4月に延期
 FDAは、ISO 13485の整合性を確保する規制（QSR）を2019年に発表予定で
あったが、2020年4月への延期を発表

 QSRを全面的に刷新するか、部分的に改定するかは今後FDAが決定予定
 （参考）規制策定の目的：

• 国際規格と国内規制の整合性を確保することにより、医療機器製造
業者の負担を軽減することを企図

Mondaq http://www.

mondaq c

om/uniteds

tates/x/869

676/food+

drugs+law/

FDA+dela

ys+draft+r

ule+for+Q

SRISO+13

485

2007
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ヘルスケア分野関連記事詳細（13/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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ヘルス
ケア

中国 2-C1 電気圧力鍋
エネルギー
効率技術
規格策定
会議を常州
で開催

11月12日国家エネルギー財団と管理標準化技術委員会が、電気圧力鍋
エネルギー効率技術規格策定会議を開催（＠常州、中国）

 協議内容：
• 試験チームが実施した電気圧力鍋の調理プロセスの2か月サイクル
の比較試験の結果を分析・議論し、分析結果に応じて対応する技術
内容を規格のレビューへ向けて修正

 参加者：
• 関連する科学研究機関、試験機関、企業の代表者

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis ac c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191112

49025.ht

ml

2-C2 ISO / IEC 

JTC 1 AG 

11 デジタル
ヘルスアド
バイザリー
グループの
最初の対面
会議がイン
ドのニュー
デリーで
開催

11月18日 ISO / IEC JTC 1 AG 11 デジタルヘルスアドバイザリーグループの初回
対面会議が開催（11月3日＠ニューデリー、インド）

 協議内容：
• 各国の代表者が、Advisory Group（AG 11）の中期研究レポートの内
容を中心に主要な技術とデジタルハイジーンの典型的な事例につい
て意見交換し、レポートの内容について合意

• レポートは、デジタルハイジーンの概念と関連用語、デジタルハイジー
ンに適用されている主要な技術とリファレンスアーキテクチャ、コンサ
ルティンググループとJTC 1以外の他の標準化ワーキンググループ
間の協力内容およびJTC 1で解決が期待されているデジタルツイン化
関連の標準化アクティビティについて紹介

 参加者：
• 中国、米国、オーストラリア、英国、日本、インド、ドイツ等から約20人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi cn/20

1911/5812

.html

2008

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（14/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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ヘルス
ケア

中国 2-C3 製品欠陥・
安全管理標
準化技術委
員会（SAC / 

TC463）
2019年次
会議及び規
格レビュー
会議が北京
で開催

11月19日製品欠陥・安全管理標準化技術委員会（SAC / TC463）2019年次会議
及び規格レビュー会議が開催（11月14日＠北京、中国）

 協議内容：
• SAC / TC463事務局が2019年の作業概要と2020年の作業計画につ
いて報告

• 「自動車製品のリコール番号規則及び番号」、「自動車製品欠陥の糸
口に関する報告と取扱い仕様」、「リコール•製品の電気電子
リスク評価」の3つの規格策定に対応するメンバーを決定

• 当該3つの規格のリスク評価レビューへ向けたレビューが実施され、
TCの次の作業と今後の方向性について議論

 参加者：
• SAC/ TC463メンバー及び関連分野の専門家計60人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis ac c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191119

49043.ht

ml

2-C4 国家標準委
員会が新た
に標準化
技術委員会
を設立

11月20日国家標準委員会（SAC）が、新分野における新たな標準化技術委員会を
設立
 国際的な標準化の動向に合わせるため、資産管理標準化技術委員会（SAC / 

TC583及び）マイクロバブル技術標準化技術委員会（SAC / TC584）を設立
 国の経済発展と社会統治に伴い、健康検疫標準化技術委員会（SAC / TC582）、
少数民族の服装および流通標準化技術委員会（SAC / TC585）、臓器管理標準
化ワーキンググループ（SAC / SWG17）を設立

 ブロックチェーンテクノロジー、シェアリングエコノミー、ベビー用品等社会的に
重要性の増す分野を中心に技術委員会の設立準備作業を開始

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac.gov cn

/xw/bzhdt/

201911/t2

0191120

343876.ht

m

2009

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（15/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201911/t20191119_49043.html
http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201911/t20191120_343876.htm
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ヘルス
ケア

中国 2-C5 中国電子技
術標準化研
究院が議
長を務める
2019年全
国情報技術
標準化技術
委員会生体
認証小委員
会技術委員
会（SAC / 

TC28 / 

SC37）第2
回会議が
北京で開催

11月21日中国電子技術標準化研究院（CESI）が議長を務める2019年全国ビー
コン委員会生体認証小委員会技術委員会（SAC / TC28 / SC37）第2回
会議が開催（11月20日＠北京、中国）

 協議内容：
• Yang Jianjun議長が今後の委員会の活動に関して、今後5年間で
国内の技術の標準化に焦点を当て、生体認証アプリケーション規格
の研究と策定を強化し、生体認証とその他の関連セキュリティ問題の
研究を強化し、国際標準化作業を加速させ、国内産業の発展を促進
していくと強調

• モバイル機器ワーキンググループとゲノム同定ワーキンググループ
が作業報告書を作成

• 事務局が、虹彩識別作業グループ、顔認識作業グループ、行動認識
作業グループ、および静脈識別作業グループの報告書の準備状況に
ついて報告

• 会議中、生体認証ホワイトペーパー（2019年版）を発行
 参加者：

• 80以上の生体認証関連企業および研究機関から110人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi cn/20

1911/5831

.html

2010

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（16/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201911/5831.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C6 第10回家電
と照明エネ
ルギー効率
に関する
国際会議
（EEDAL'19
）が開催

11月12日中国標準化研究院（CNIS）と欧州委員会共同研究センターが主催する
第10回家電と照明エネルギー効率に関する国際会議（EEDAL'19）が
開催（11月6日~8日＠中国）

 会議概要：
• エネルギー効率に関する方針とシステム、資金調達とサービス、市場
規制、需要者の対応、電気エネルギー効率、照明エネルギー効率、
情報交換技術、データと動作、再生可能エネルギーと分散エネル
ギー等、多様なトピックについて議論

• オンラインでのエネルギー効率表示とグリーン製品表示に関する会
議も開催され、国際的なエネルギー製品のオンライン表示の進捗や
グリーン製品表示の管理と市場への適用についても議論

 参加者：
• 米国、EU、日本、オーストラリア、ブラジル、インド、トルコ、南アフリカ、
ケニア、国際エネルギー機関（IEA）、国際連合環境プログラム
（UNA）、国際連合開発プログラム（UNDP）、アプライアンス規格識別
協力機構（CLASP）等20以上の国と国際機関から約50名

 EEDAL概要：
• 家電と照明のエネルギー効率に関する国際会議は、生産者、消費者、
政府機関、電力会社、国際機関、学術機関、研究機関の代表者間の
技術交流を促進し、省エネを共有するために、1997年から2年ごとに
開催

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201911/t

20191112

49026.ht

ml

2011

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（17/22）
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ヘルス
ケア

シンガ
ポール

2-A1 韓国とシン
ガポールが
医薬品の
GMPにおい
て協力

11月25日韓国食品医薬品安全省とシンガポール健康科学庁が、医薬品の適正
製造基準（GMP）に関するMoUに署名

 目的：
• 両国のGMP規制の相互理解を向上させ、検査に関する情報を交換し、
将来的にGMP相互承認協定の締結を促進

 協力内容：
• 両国が規制を変更し、医薬品GMPの知識と経験の共有や共同シンポ
ジウムやワークショップを実施。製造現場と検査に関する情報や不適
格な医薬品とリコール製品の情報を共有

Korea 

Biomedical 

Review

http://www.

koreabiom

ed.com/ne

ws/articleV

iew.html?i

dxno=687

8

ベト
ナム

2-A2 国際的な慣
行に沿った
電気および
電子機器に
関する国家
規格

11月28日家庭用電気設備に使用される電気機器に関する国家技術基準（QCVN 

4: 2002 / BKHCN, revised 1: 2016）と機器の安全性と電磁適合性に
関する国家技術基準（QCVN 9: 2012 / BKHCN, Revised 1: 2018）の
レビューを実施

 協議内容：
• 規格の編集委員が2つの規格の原則、技術的要件、製品認証評価
ガイドラインについて紹介

• 参加者が新たな規格への移行管理などの主要な問題について議論し、
規制の対象と適用範囲、適合性評価、ラベリング、認証文書の最終化
方法に同意

 参加者：
• 関連省庁、試験・認証機関、企業の代表者

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/11/hoa

n-thien-

cac-quy-

chuan-

quoc-gia-

ve-thiet-bi-

dien-va-

dien-tu-

phu-hop-

thong-le-

quoc-te/

http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=6878
https://tcvn.gov.vn/2019/11/hoan-thien-cac-quy-chuan-quoc-gia-ve-thiet-bi-dien-va-dien-tu-phu-hop-thong-le-quoc-te/
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ヘルス
ケア

国際 2-O1 ウェアラブ
ル糖尿病
センサーの
新しいIEC
規格

11月1日 IECは、ウェアラブルグルコースセンサーに関する「IEC 60747-14-

10:2019 Semiconductor devices - Part 14-10: Semiconductor 

sensors - Performance evaluation methods for wearable glucose 

sensors」を発行予定（11月）
 IEC 60747-14-10:2019概要：

• TC 47/SC 47E - Discrete semiconductor devicesが策定
• ウェアラブルグルコースセンサーに関する用語、定義、記号、検査、
性能評価方法を規定

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/new-

iec-

standard-

for-

wearable-

diabetes-

sensor/

2-O2 大きくはっき
りと聞こえる

11月6日 IECは、補聴器に関する「IEC 60118-13:2019 Electroacoustics -

Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of 

measurement for electromagnetic immunity to mobile digital 

wireless devices」を発行
 IEC 60118-13:2019概要：

• TC 29 Electroacoustics WG 13 Hearing aidsが策定
• 過去10年に渡り、米国規格協会（ANSI）と連携

• 同規格の第5版として発行
• ANSIの規定する補聴器の位置とEM電界強度に合致

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/heari

ng-loud-

and-clear/

2013

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（19/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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ヘルス
ケア

国際 2-O3 テクノロジー
は高齢者の
負担をどの
ように軽減
しているか

11月21日 IECは、複数のWGにおける高齢者支援に関する規格の策定活動を紹介
 紹介されたWG及び関連標準化活動：

• ISO/IEC JTC 1 Information technology SC35 User Interface

• ISO/IEC 30122-1:2016 Information technology — User 

interfaces — Voice commands — Part 1: Framework and 

general guidanceを発行
• IEC/TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipment

• Active Assisted Living (AAL)に関する技術領域（TA）を規定
• IEC SyC AAL Active Assisted Livingと連携

• IEC/TC 79 Alarm and electronic security systems

• IEC/TC 47 Semiconductor devices

• IEC 62951シリーズ Semiconductor devices - Flexible and 

stretchable semiconductor devices -を発行
• IEC/TC 119 Printed Electronics

• IEC/TC 124 Wearable electronic devices and technologies

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/how-

technology

-is-

reducing-

the-

burden-of-

an-ageing-

population/

2014

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（20/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/11/how-technology-is-reducing-the-burden-of-an-ageing-population/
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ヘルス
ケア

国際 2-O4 モバイルデ
バイスのEM
テストの新し
い規格

11月26日 IEC/TC106は、無線通信デバイスからの無線周波数（RF）フィールドの
測定に関するIEC 62209-3を発行

 IEC/TC 106概要：
• 正式名称：Methods for the assessment of electric, magnetic and 

electromagnetic fields associated with human exposure

• 人体へ影響する電界、磁界、電磁界の評価方法に関する規格を策定
 IEC 62209-3概要：

• 正式名：Measurement procedure for the assessment of specific 

absorption rate of human exposure to radio frequency fields from 

hand-held and body-mounted wireless communication devices -

Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 

600 MHz to 6 GHz)

• 無線通信デバイスからのRFフィールドに関して、人体への比吸収率
（SAR）を評価するための新しい測定手順を確立

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/new-

standard-

for-em-

testing-of-

mobile-

devices/

2015

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（21/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細
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ヘルス
ケア

国際 2-O5 精神疾患と
戦うための
AIとVRの
便利な
ツール

11月29日 IECは、精神疾患の予防や治療においてAI及びVRが果たす可能性及び
関連する標準化活動を紹介

 紹介内容：
• VRの使用によるうつ病等の不安軽減効果を紹介

• IEC TC110  Electronic displaysは、VR機器に使用されるアイ
ウェアディスプレイに関してIEC 63145-20-20:2019 Eyewear 

display - Part 20-20: Fundamental measurement methods -

Image qualityを公開（2019年9月）
• AIの使用によるうつ病や自殺傾向予測の可能性を紹介

• ISO / IEC JTC 1 / SC 42 Artificial Intelligenceは、関連規格を
策定

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/ai-

and-vr-

useful-

tools-to-

fight-

mental-

illness/

2-O6 UNIDOが
工業団地の
国際ガイド
ラインを
公開

11月30日国際連合工業開発機関（UNIDO）は、工業団地の安全・エネルギー管理
や環境保護に係る国際ガイドラインを公開

 ガイドライン概要：
• 規制当局、開発者、オペレーター、テナント、パートナー等、様々な
利害関係者向けに工業団地の計画、開発、運営に関する段階的な
アドバイスを提供

• 健康・安全、エネルギー管理、環境保護等の基準に準拠した工業
団地の開発を促進

Modern 

Diplomacy

https://mod

erndiplom

acy eu/201

9/11/30/un

ido-

publishes-

internation

al-

guidelines-

for-

industrial-

parks/

2016

【情報収集結果】その他地域、機関におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細（22/22）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/11/ai-and-vr-useful-tools-to-fight-mental-illness/
https://moderndiplomacy.eu/2019/11/30/unido-publishes-international-guidelines-for-industrial-parks/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E1 DIN SPEC 

17071の発
行-産業用
付加製造
の初のガイ
ドライン

11月18日DINは、国内規格「DIN SPEC 17071:2019-12 Additive 

manufacturing - Requirements for quality-assured processes at 

additive manufacturing centres」を発行
 DIN SPEC 17071概要：

• 従業員、作業手順の文書化及びプラント・材料・プロセスのインフラと
要件等、付加製造の品質に関するガイドを提供

• Deutsche Bahn AG、MT Aerospace AG、Siemens Mobility GmbH
、TÜV SÜDと協働し、策定

 今後の予定：
• 将来的には、ISO / ASTM規格化を企図

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/ver

oeffentlich

ung-der-

din-spec-

17071-

erster-

leitfaden-

fuer-die-

industrielle

-additive-

fertigung-

689584

3-E2 デジタル銘
板：Industry 

4.0の基礎

11月22日DINは、自動化・プロセス産業等における使用機器に関する規格「E DIN 

VDE V 0170-100 VDE V 0170-100 : 2019-10 Digital nameplate」を
作成

 背景：
• ドイツ電気・電子工業連盟（ZVEI）及びヘルムート・シュミット大学ハン
ブルクがデジタル銘板の実装を目的としたDigital Nameplate 4.0プロ
ジェクトを開始
• DKEは、デジタル銘板に関する標準を整備

 DIN VDE V 0170-100概要：
• 国内技術委員会DKE / K 241 Impact-proof and explosion-proof 

electrical equipmentが策定を主導
• 自動化およびプロセス産業などで使用される機器に適用
• 製品の銘板に関し、従来のテキストマーキングを代替するデジタルの
ソリューションを提供

 今後の予定：
• 規格に対する意見を募集（～11月末）
• 規格を正式に発行（2020年第1四半期）
• IECに国際規格案を提出

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/digitale

s-

typenschil

d-

grundlage-

industrie-

40

2018

【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（1/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/veroeffentlichung-der-din-spec-17071-erster-leitfaden-fuer-die-industrielle-additive-fertigung-689584
https://www.dke.de/de/news/2019/digitales-typenschild-grundlage-industrie-40
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 エストニアと
米国は中国
のHuaweiを
排除する5G
セキュリティ
の覚書に
署名

11月8日 エストニアと米国は中国のHuaweiを排除する内容を含む5Gセキュリティ
に関する覚書に署名

 覚書締結者：
• エストニア ラタス首相
• 米国 ペンス副大統領

 覚書概要：
• 5Gのセキュリティと開発において協力する意向を表明
• 米国はNATO内での5Gセキュリティ取り組む強化を企図

• 中国のHuaweiを排除する意図を含む内容を記載

Estonian 

World

https://esto

nianworld.

com/securi

ty/estonia-

and-the-

us-sign-a-

memo-on-

5g-

security-

exclude-

chinese-

huawei/

3-U2 UL8400の
発表を通じ、
ULはAR・
VR・MRの
安全性の
向上を追求

11月4日 ULは、今後新規格UL 8400を策定し、AR・VR・MRの安全性の向上を
追求する計画であることを発表
 ULは、市場の拡大を背景にAR・VR・MRの新規格であるUL 8400を策定する
予定であることを発表

 策定に際してAR・VR・MRに関係する下記懸念事項への対応を予定
• 重量及び首への負担
• 光放射
• 熱による眼球への負担
• 動作から表示にかかる時間差

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https://ww

w.ul.com/n

ews/ul-

pursues-

enhanced-

safety-

augmente

d-virtual-

and-

mixed-

reality-

announce

ment-ul-

8400

2019

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（2/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://estonianworld.com/security/estonia-and-the-us-sign-a-memo-on-5g-security-exclude-chinese-huawei/
https://www.ul.com/news/ul-pursues-enhanced-safety-augmented-virtual-and-mixed-reality-announcement-ul-8400
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 TÜV SÜDと
ASTMイン
ターナショナ
ルは、付加
製造（AM）
データの
パートナー
シップを
発足

11月20日ASTMインターナショナルとドイツTÜV SÜDは、付加製造（Additive 

Manufacturing）技術の活用加速化、信頼性の向上を目指した覚書を
締結

 戦略的パートナーシップ概要：
• 下記の分野における新たな教育、アドバイザリー、資格、認定サービ
スの共同開発を行い、AMに関する知識の共有や業界を超えての
技術活用を推進することに合意
• 地上交通とモビリティ
• 航空
• 工業プラント
• 消費財
• ヘルスケア

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/t%C3%B

Cv-

s%C3%B

Cd-and-

astm-

internation

al-launch-

partnershi

p-additive-

manufactu

ring

3-U4 ASTMイン
ターナショナ
ルとASTM
アメリカは、
付加製造
（AM）に関
するワーク
ショップを
12月9日に
開催予定

11月19日ASTMインターナショナルとASTMアメリカは、付加製造（Additive 

Manufacturing）で用いられる3Dプリンティング用データに関する
ワークショップを開催予定（12月9日予定）

 ワークショップ概要：
• AMで用いられる3Dプリンティング用のデータ生成・処理、応用的な
データ駆動型アプローチ、データ及びデータベース管理システムに
ついて扱い、政府や産業界、学術界の代表が出席予定

 ASTMインターナショナルの担当者コメント要旨：
• データ時代においては、AMデータが簡単かつ安全に生成、保存、
分析、共有されるエコシステム形成のための方法論や規格が必要

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-and-

america-

makes-

hold-dec-

9-

workshop-

additive-

manufactu

ring-data

2020

【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（3/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.astm.org/newsroom/t%C3%BCv-s%C3%BCd-and-astm-international-launch-partnership-additive-manufacturing
https://www.astm.org/newsroom/astm-international-and-america-makes-hold-dec-9-workshop-additive-manufacturing-data
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 インテリジェ
ント製造分
野における
11の国家
規格の策定
計画が承認

11月1日 インテリジェント製造分野における11の国家規格の策定計画が承認
 承認された国家規格策定計画：

• 20193191-T-469：インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサー
ビス能力評価仕様

• 20193190-T-469：インテリジェントマニュファクチャリングクラウドサー
ビスデータ管理仕様

• 20193195-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソ
フトウェア業界のアプリ品質要件

• 20193192-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソ
フトウェア業界APPのコンポーネント製造及びパッケージングの一般
的な要件

• 20193194-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソ
フトウェアリファレンスアーキテクチャ

• 20193193-T-469：インテリジェントマニュファクチャリング産業技術ソ
フトウェアエンジニアリングミドルウェアプラットフォームの一般的な要
件

• 20192995-T-604：インテリジェントサービスの予測メンテナンスの一
般的な要件

• 20192993-T-604：インテリジェントマニュファクチャリングネットワーク
コラボレーティブデザインパート1：一般的な技術要件

• 20192994-T-604：インテリジェントマニュファクチャリングネットワーク
コラボレーティブデザインパート2：ソフトウェアインターフェイスとデータ
の相互作用

• 20192972-T-604：エンタープライズ制御システムの統合パート3：製
造オペレーション管理のアクティビティモデル

• 20193141-T-339：インテリジェントマニュファクチャリング環境での
IPv6アドレス管理要件

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5735

.html

2021

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（4/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201911/5735.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C2 IEEEマシン
ビジョンオン
ラインテスト、
ナレッジマッ
ピング、デジ
タルハイ
ジーン標準
ワーキング
グループが
開催

11月4日 IEEEマシンビジョンオンライン検査（IEEE / C / SAB / OD_WG）、
ナレッジマッピング（IEEE / C / SAB / KG_WG）、デジタルハイジーン
規格のワーキンググループ（IEEE / C / SAB / DR_WG）が開催
（10月25日~27日＠北京、中国）

 協議内容：
• IEEEマシンビジョンオンライン検査ワーキンググループは、IEEE 

P2671「インテリジェントマニュファクチャリングにおけるマシンビジョン
に基づくオンライン検査の一般要件」の各章の具体的な内容について
議論し、ドラフトの改訂方向を決定

• IEEEナレッジマッピングワーキンググループは、IEEE P2807「ナレッ
ジグラフのフレームワーク」規格案におけるナレッジマップ定義の記述
形式について議論し、ナレッジマップ関係者のフレームワークを確認

• デジタルハイジーン規格ワーキンググループは、IEEE P2806「工場
環境における物理オブジェクトのデジタル表現のシステムアーキテク
チャ」のおける特性評価システムのアーキテクチャとその他のコンテ
ンツについて議論

 今後の予定：
• IEEEマシンビジョンオンライン検査ワーキンググループは、2019年11
月下旬にワーキンググループの6回目の電話会議を開催予定

• IEEEナレッジマッピングワーキンググループは、2019年12月末に
ワーキンググループの第3回会議を開催予定

• デジタルハイジーン規格ワーキンググループは、2回目の電話会議を
2019年11月に開催予定

 参加者：
• IEEEメンバー及び90以上のインテリジェントマニュファクチャリングの
研究機関、企業、大学

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5725

.html

2022

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（5/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201911/5725.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C3 インテリジェ
ントマニュ
ファクチャリ
ングに関す
る国家規格
の提案を
募集

11月12日中国電子技術標準化研究院 （CESI）は、インテリジェントマニュファクチャ
リングに関する国家規格の提案を募集（12月2日まで）

 募集対象：
• 新たな規格の策定及び国家標準及び国際標準の改訂

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5780

.html

3-C4 工業情報部
「5G + イン
ダストリアル
インターネッ
ト」に関する
512プロジェ
クト推進計
画に関する
お知らせ

11月19日中国工業情報化部は、5G 及びインダストリアルインターネットの
統合・推進に向けた「512プロジェクト」推進計画を発表

 目標：
• 2022年までに、インダストリアルインターネットのニーズを満たす5G主
要技術を開発

 計画概要：
• 「5G +インダストリアルインターネット」ネットワークの主要技術の産業
能力の向上：技術規格の強化、コンバージ用製品の開発推進、ネット
ワーク技術及び製品の実装の加速

• 「5G +インダストリアルインターネット」の革新的なアプリケーション機
能を強化：ネットワーク構築と5つの公共サービスプラットフォームの構
築、10の「5G +インダストリアルインターネット」主要産業の選定、典
型的なアプリケーションシナリオのマイニング、技術のテストベッドの
構築

• 「5G +インダストリアルインターネット」リソースの供給能力を強化：プ
ロジェクトライブラリを構築、ソリューションプロバイダーの育成、供給
リソースプールの構築、PRとガイダンスの推進

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146295

/n1652858

/n1652930

/n3757020

/c7538158

/content ht

ml

2023

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（6/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201911/5780.html
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757020/c7538158/content.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C5 中独スマー
トマニュファ
クチャリング
/Industry 

4.0標準化
ワーキング
グループの
第9回会議
がドイツの
ベルリンで
開催

11月19日中独スマートマニュファクチャリング/Industry 4.0標準化ワーキング
グループの第9回会議が開催（11月11日＠ベルリン、ドイツ）

 協議内容：
• 中国とドイツの専門家が情報セキュリティ、機能安全、産業用ネット
ワークとエッジコンピューティング、予知保全、デジタルハイジーン/
管理シェル、AIアプリケーションとアプリケーションケースに関して意見
交換し、14のプロジェクトに対してコンセンサスを形成

• 中独のスマートマニュファクチャリング/Industry 4.0中小企業向け
テストベッドプロシージャホワイトペーパーなどの5つの成果物を作成
し、両代表が署名した中独のスマートマニュファクチャリング/Industry 

4.0機能安全白書を発行
 参加者：

• 工業情報化部、ドイツエネルギー経済省デジタル化・イノベーション
政策部、ドイツ電気技術情報技術標準化委員会、中国電子技術標準
化協会及び中国とドイツの標準化団体、研究機関及び関連企業から
80人以上

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7529830

/content ht

ml

2024

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（7/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c7529830/content.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C6 製品欠陥・
安全管理標
準化技術委
員会（SAC / 

TC463）
2019年次会
議及び規格
レビュー
会議が北京
で開催

11月19日製品欠陥・安全管理標準化技術委員会（SAC / TC463）2019年次会議
及び規格レビュー会議が開催（11月14日＠北京、中国）

 協議内容：
• SAC / TC463事務局が2019年の作業概要と2020年の作業計画につ
いて報告

• 「自動車製品のリコール番号規則及び番号」、「自動車製品欠陥の糸
口に関する報告と取扱い仕様」、「リコール•製品の電気電子
リスク評価」の3つの規格策定に対応するメンバーを決定

• 当該3つの規格のリスク評価レビューへ向けたレビューが実施され、
TCの次の作業と今後の方向性について議論

 参加者：
• SAC/ TC463メンバー及び関連分野の専門家計60人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191119

49043.ht

ml

3-C7 IEEE インテ
リジェント
マニュファク
チャリング
標準化委員
会のメン
バー募集

11月21日今年9月に設立されたIEEE インテリジェントマニュファクチャリング標準化
委員会（IEEE / C / SM）のメンバーを募集（11月30日まで）

 IEEE / C / SM概要：
• インテリジェントマニュファクチャリング標準の確立、開発、レビュー、
リリース、および普及を指導、管理、監督を実施
• 議長は、中国電子技術標準化研究院のDr Weisha

• IEEE / C / SMのキックオフミーティングは2019年12月に開催予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5829

.html

2025

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（8/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201911/t20191119_49043.html
http://www.cesi.cn/201911/5829.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C8 「スマート製
造システム
ソリューショ
ンサプライ
ヤーの仕様
条件」を満
たす企業の
リスト（第2
回バッジ）
の開示

11月28日CESIは、「スマート製造システムソリューションサプライヤー仕様条件」を
満たす企業リスト（第2版）を公開

 背景：
• 中国工業情報化部は、「スマートマニュファクチャリング開発計画
（2016-2020）」を策定し、スマート製造システムソリューションサプライ
ヤーの育成を加速

 リスト概要：
• 「スマート製造システムソリューションサプライヤー仕様条件」を満たす
企業を掲載

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5850

.html

2026

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（9/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201911/5850.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C9 2019年第5
回グリーン
プロダクショ
ンと消費に
関する交流
会議が済南
で開催

11月8日 2019年第5回グリーンプロダクションと消費に関する交流会が開催
（11月6日＠済南市、中国）

 主催：
• 中国標準化研究院、山東工業技術研究所、中国エネルギー保存協会、
中国技術経済協会、中国サーキュラーエコノミ－協会、欧州委員会
共同研究センター

 会議概要：
• 「グリーンリーディング製品リスト及びグリーンパイオニアビジネスディ
レクトリ」、「2018-2019優秀なエネルギー管理事例リスト」を公開

• 「中国標準化協会高品質及びグリーン開発イノベーションR＆Dベー
ス」を発表

• Zhang Xiaogang元ISO会長、欧州委員会共同研究センター（JRC）
Paolo Bertoldi主任研究員、国際エネルギー機関（IEA）研究者Kevin 

Lane氏が、それぞれ国際標準化動向及び高品質開発、家電・照明
エネルギー効率の現状、クリーンエネルギーの変革とグリーン産業に
ついて講演

• 「標準によるより良い生活、グリーンの強化、美しい中国」をテーマに、
グリーンマニュファクチャリング、気候変動、品質改善、省エネ節水、
サーキュラーエコノミー、水素エネルギーの6つの分科会を開催

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191108

48983.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(7/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（10/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201911/t20191108_48983.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C10 中国電子技
術標準化研
究院がイン
テリジェント
マニュファク
チャリング
及び
Industry 4.0
標準化サブ
フォーラム
に参加

11月14日第9回中独インテリジェントマニュファクチャリング/Industry 4.0標準化
ワーキンググループ及び第3回中独インテリジェントマニュファクチャリン
グ及び生産プロセスネットワーキング副大臣会議インテリジェント製造
及びIndustry 4.0標準化サブフォーラムが開催
（11月7日~11日＠ベルリン、ドイツ）

 協議内容：
• ワーキンググループでは、参加者が情報セキュリティや産業用ネット
ワークとエッジコンピューティング、デジタルハイジーン、AIアプリケー
ションなどの基本的及び新しい技術について意見交換
• 「中国-ドイツスマートマニュファクチャリング/Industry4.0機能安全
白書」を発行

• サブフォーラムでは、スマートマニュファクチャリングのビジョン、
ナショナルマニュファクチャリング標準システム構築ガイド（2018年版）、
インテリジェントマニュファクチャリングシステムソシューションサプライ
ヤーアライアンスに関して議論

 参加者：
• 中国工業情報化部、ドイツ経済エネルギー省、標準化期間、科学研
究機関、企業、IoT研究期間、情報セキュリティ機関から80人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5797

.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(8/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（11/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201911/5797.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C11 Chen 

Shaoxiong
副大臣が第
3回インテリ
ジェントマ
ニュファク
チャリング
および生産
プロセスに
おける中国
独協力に関
する副大臣
会合に出席

11月18日第3回インテリジェントマニュファクチャリング及び生産プロセスにおける
中国独協力に関する副大臣会合が開催（11月12日＠ベルリン、ドイツ）

 副大臣会合概要：
• 2015年7月に設立され、両国のリーダーによる重要なコンセンサスを
実現し、中国とドイツの製造業のデジタルトランスフォーメーションに
関する政策コミュニケーションや産業交流、科学研究の協力を推進

 協議内容：
• 中独のインテリジェントマニュファクチャリングおよび生産プロセスに
おける協力の進捗状況をレビューし、協力事例と成功した経験を共有
し、協力のさらなる強化に関する幅広いコンセンサスを形成

• 「中独インテリジェントマニュファクチャリング/インダストリー4.0機能
安全白書」、「中独産業インターネット白書」、「中独インテリジェントマ
ニュファクチャリング人材教育およびトレーニング白書」を共同で発行

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n7039597

/c7526752

/content ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(9/9)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（12/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7526752/content.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ベト
ナム

3-A1 APOメン
バー国のス
マートマニュ
ファクチャリ
ングに関す
る会議

11月14日アジア生産性機構（APO）と台湾生産性センターが、スマートマニュファク
チャリングの状況と需要を評価するための共同研究プロジェクト会議を
開催（11月12~14日＠台北、台湾）

 協議概要：
• 専門家が、スマートマニュファクチャリングへの移行から最大限の
利益を得るために、各国において必要な要素を特定

• 6つのターゲットメンバー国のニーズを特定し、各エコノミーの段階的
なアクションプランと推奨事項を提供

 今後の予定：
• アクションプラン実証のため、各国において詳細な調査を実施
• 研究結果と推奨事項に基づいて、各国の状況に適したスマートマニュ
ファクチャリングへの変革方法の認識を高めるなど、フォローアップ
活動を実施

 参加者：
• 中国、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムなど6つの
メンバー国から6人の専門家及びAPO事務局関係者

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/11/hoi-

nghi-ve-

san-xuat-

thong-

minh-cua-

cac-nen-

kinh-te-

thanh-

vien-apo/

2030

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（13/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/11/hoi-nghi-ve-san-xuat-thong-minh-cua-cac-nen-kinh-te-thanh-vien-apo/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

シンガ
ポール

3-A2 シンガポー
ルと韓国が、
新たな韓国
スタートアッ
プセンター
の設立及び
規格と適合
性における
パートナー
シップにより
経済的関係
を深化

11月23日エンタープライズシンガポールと韓国技術標準院（KATS）が規格と
適合性に関する協力促進を目的としたMoUに署名（11月23日）

 目的：
• スマートシティとスマートマニュファクチャリングの主要分野に焦点を
当て、市場要件の相互理解を促進し、両市場間の商品とサービスの
フローを増やすための協力を促進

 協力内容：
• 今後3年間で、規格、法定計量、適合性評価、技術規制の協力を深化

Enterprise 

Singapore

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/nove

mber/sing

apore-and-

south-

korea-

deepen-

economic-

ties-with-

establishm

ent-of-

new-

korea-

startup-

centre-

and-

partnershi

p-in-

standards-

and-

conforman

ce

インド
ネシア

3-A3 標準化ロー
ドマップと適
合性評価に
関するFGD
の議論

11月27日国家標準化庁（BSN）による標準化・適合性評価に係るフォーカス
グループディスカッション（FGD）が開催

 協議内容：
• 標準化と適合性評価のロードマップ（SPK）マスタープラン
（ロードマップ、マイルストーン、目標達成計画）2020-2030の策定
および推進方法について議論

 参加者：
• 国家開発計画庁、BSNメカニクス、エネルギー、電子、輸送、情報技
術規格開発部長、BSN認証システムおよびハーモナイゼーション部長、
BSN HR研究開発センター長、SPKの専門家

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://ww

w.bsn go.i

d/main/ber

ita/detail/1

0736/fgd-

pembahas

an-

roadmap-

standardis

asi-dan-

penilaian-

kesesuaia

n-

2031

【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（14/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2019/november/singapore-and-south-korea-deepen-economic-ties-with-establishment-of-new-korea-startup-centre-and-partnership-in-standards-and-conformance
https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10736/fgd-pembahasan-roadmap-standardisasi-dan-penilaian-kesesuaian-
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ベト
ナム

3-A4 ベトナム-

APO：品質
生産性の
分野での協
力と開発の
強化

11月29日Phung Quoc Hien国会副議長とAchmad Kurnia Prawira Mochtan
アジア生産性機構（APO）事務局長が会談

 Phung Quoc Hien国会副議長発言要旨：
• Mochtan事務局長のAPO事務総長就任を歓迎。生産性と製品品質
の向上、ベトナム経済の競争力向上におけるAPOの役割を高く評価

• 科学技術は国家の最重要政策であることから、今後のAPOからの
継続的した支援を要望

 Mochtan事務局長発言要旨：
• ベトナムが調和して生産性開発を促進していることを評価し、ベトナム
のマスタープランの策定にあたり、APOはベトナムをサポートする
体制が整っていることを強調

 出席者：
• Tran Van Tung科学技術副大臣、Ha Minh Hiep規格・計量・品質
総局副局長

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/11/viet-

nam-apo-

tang-

cuong-

hop-tac-

cung-phat-

trien-trong-

linh-vuc-

nang-suat-

chat-

luong/

3-A5 アジア生産
性機構とベ
トナムは、
イノベーショ
ンに基づい
た生産性の
マスタープラ
ンを策定

11月30日Tran Van Tung 科学技術副大臣とAchmad Kurnia Prawira Mochtan
アジア生産性機構（APO）事務局長が会談し、スマートマニュファクチャ
リング分野の方向性について討議

 Tran Van Tung副大臣発言要旨：
• ベトナムがイノベーションに基づく発展へ向け、生産性のマスター
プランの実施を推進してることを紹介。APOがスマートマニュファク
チャリングの分野における規格の調和促進のためイノベーションセン
ターオブエクセレンスを設立していることに言及し、本活動のベトナム
での実施の際の協力を依頼

 Mochtan事務局長発言要旨：
• ベトナムの協力提案に同意。マスタープランを策定に関して積極的な
支援姿勢を明示

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/11/to-

chuc-

nang-suat-

chau-a-

cung-viet-

nam-xay-

dung-ke-

hoach-

tong-the-

ve-nang-

suat-dua-

tren-doi-

moi-sang-

tao/
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/3)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（15/15）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/11/viet-nam-apo-tang-cuong-hop-tac-cung-phat-trien-trong-linh-vuc-nang-suat-chat-luong/
https://tcvn.gov.vn/2019/11/to-chuc-nang-suat-chau-a-cung-viet-nam-xay-dung-ke-hoach-tong-the-ve-nang-suat-dua-tren-doi-moi-sang-tao/
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フィン
ランド

4-E1 標準はより
持続可能で
安全な都市
を構築

11月1日 フィンランド国家標準化機関SFSは、ISO 37100:2016 Sustainable 

cities and communities — Vocabularyを紹介
 ISO 37100:2016概要：

• コミュニティ、スマートコミュニティインフラストラクチャ及び関連テーマ
における持続可能な開発に関する用語を定義

• 経済的、社会的、環境的目標及びそれらを達成するための計画を
策定し、持続可能な開発を促進する上で都市が主導できる枠組みを
提供

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/sta

ndardien

avulla kes

tavampia j

a turvallis

empia_kau

punkeja.53

06.news

ドイツ 4-E2 持続可能な
世界のため
のバッテ
リー

11月5日 DKEは、IEC/TC 21 Secondary cells and batteriesに関連する標準化
作業内容を紹介

 IEC/TC21概要：
• 二次電池及びバッテリーの製品（寸法と性能）、安全性（マーキングと
ラベリングを含む）、テスト及び安全なアプリケーション（設置、メンテナ
ンス、操作）等に関する規格の策定を目的に、1933年に設立
• ドイツのミラー組織は、DKE / K 371 Akkumulatoren

• 当TCにおける直近の活動として、IEC 62660-2:2018 Secondary 

lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles

- Part 2: Reliability and abuse testingを発行（2018年）

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/akkus-

fuer-eine-

nachhaltig

e-welt

2034
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https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/standardien_avulla_kestavampia_ja_turvallisempia_kaupunkeja.5306.news
https://www.dke.de/de/news/2019/akkus-fuer-eine-nachhaltige-welt
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ドイツ 4-E3 飛行中の
宇宙放射線

11月12日DKEは、飛行中の宇宙放射線に関するDIN EN ISO 20785シリーズ規格
を紹介

 背景：
• 国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告に従い、EUは宇宙放射線に
関する基本的な安全基準ガイドラインを導入

• ドイツは、国内法German Radiation Protection ActにおいてEUの
ガイドラインを反映

 紹介規格の概要：
• ISO 20785シリーズ規格は、欧州規格として採択されており、当内容
を国内規格化
• DIN EN ISO 20785-1 Dosimetry for exposures to cosmic 

radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for 

measurements 

• DIN EN ISO 20785-2 Dosimetry for exposures to cosmic 

radiation in civilian aircraft - Part 2: Characterization of 

instrument response

• DIN EN ISO 20785-3 Dosimetry for exposures to cosmic 

radiation in civilian aircraft - Part 3: Measurements at aviation 

altitudes

• DIN EN ISO 20785-4 Dosimetry for exposures to cosmic 

radiation in civilian aircraft - Part 4: Validation of codes

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke.de/d

e/news/20

19/kosmis

che-

strahlung-

in-

zivilluftfahr

zeugen

2035
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欧州 4-E4 マイクロモビ
リティの新し
い基準は、
電子スクー
ターの安全
性へのアプ
ローチを
概説

11月29日欧州車両検査会社DEKRAは、電子スクーターの安全性及び持続可能性
に関しMicro-Mobility Standardを発表

 Micro-Mobility Standard概要：
• 8つの分野において、計120以上のテスト項目を規定

• 車両の技術設計
• 車両の生産、輸送、組立
• 当局、保険、インフラストラクチャ
• ITセキュリティとデータ保護
• トレーニングとユーザーの行動
• 車両の使用と適用
• メンテナンスと保管
• リサイクル

Intelligent 

Transport

https://ww

w.intellige

nttransport

.com/trans

port-

news/9286

5/new-

standard-

for-

micromobil

ity-

outlines-

approach-

to-e-

scooter-

safety/

4-E5 欧州の航空
グループが
共通空域で
のドローン
の統合を
支援

11月26日多くの欧州の航空グループは、Civil Air Navigation Services 

Organization (CANSO)が公開した共同論文内で共通空域でのドローン
の統合を支持（11月）

 背景：
• 欧州航空安全機関（EASA）及び欧州委員会（EC）は、ECの「Uス
ペース」政策イニシアチブ実装のため、無人交通管理（UTM）の規制
フレームワークを開発中

 論文概要：
• ドローンの分離ではなく統合による空域の容量と価値の最大化を提唱
• "We are ALL ONE in the Sky"イニシアティブのメンバーが論文の発
行を支援
• 欧州のドローンに関する規制のフレームワーク策定を支援

Avionics 

International

https://ww

w.aviationt

oday.com/

2019/11/2

6/europea

n-aviation-

groups-

back-

integration

-of-drones-

in-

common-

airspace/
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https://www.intelligenttransport.com/transport-news/92865/new-standard-for-micromobility-outlines-approach-to-e-scooter-safety/
https://www.aviationtoday.com/2019/11/26/european-aviation-groups-back-integration-of-drones-in-common-airspace/
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欧州 4-E6 ETSI ITS
および
3GPP規格
の最初の
ETSI C-

V2X相互
運用性イベ
ントテスト

11月8日 ETSIは5GAutomotive Association（5GAA）と協働し、初のC-V2X 

Plugtestsイベントを開催予定（12月2～6日@マラガ、スペイン）
 イベント概要：

• ベンダーはC-V2X相互運用性テストセッションを実行し、実装の相互
運用性のレベルを評価、規格の理解を検証

• また、同規格に基づいて構築されたデバイスが連携して動作し、指定
機能を提供できることを確認

• 更に、C-V2Xテクノロジーの機会と実装ユースケースに関し、ETSI / 

5GAA合同ワークショップも開催予定（12月4日）
 （参考）5GAA：

• 2016年にIntel、AUDI、BMW、Daimler、Ericsson、Huawei、Nokia、
Qualcommにより設立した団体

• 5G技術を利用したコネクテッドサービス開発において協力

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

679-2019-

11-first-

etsi-c-v2x-

interopera

bility-

event-

tests-etsi-

its-and-

3gpp-

standards

2037
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米国 4-U1 IBMは顔認
証禁止を
避けるため
規制を要求

11月6日 IBMは米国議会に対し顔認証に関する過度な規制回避を要求
 IBMは、顔認証技術に関して完全な禁止はせず、適切な規制をかけるべきだと
提案

 背景:

• 中国による顔認証を用いた抑圧的監視を背景に、米国内の自治体が
顔認証の規制を検討

• IBMを含むテクノロジー企業は、完全な禁止などの過度な規制が顔認
証技術の有用な適応を妨げることを懸念

 規制の提案内容:

• 顔認証の対象者への通知、承諾の取得
• 技術を乱用する可能性がある国への輸出規制の実施
• 法執行機関による顔認証技術仕様の透明性の確保

AXIOS https://ww

w.axios.co

m/ibm-

facial-

recognition

-

regulation-

ban-

50000b77-

109d-

4472-

b4c5-

316b858e

7d74 html

4-U2 Automated 

Vehicle 

Safety 

Consortium
は、ホンダを
新たなメン
バーに追加

11月7日 ホンダは、自動運転技術開発における安全枠組の策定を行う
Automated Vehicle Safety Consortium（AVSC）に加盟
 ホンダが、フォード、GM、トヨタ、ウーバー、ダイムラー、リフトなどが参加する

AVSCに新たに加盟
 ホンダは、自動運転が道路利用者の怪我や死亡のリスクを大きく下げることが
出来ると考えており、安全への取組をAVSCを通じて強化する意向

 AVSCの概要：
• OEMや技術関連機関により構成
• 自動運転技術の安全に関するベストプラクティスを共同で策定する
ことを目指す

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/11/autom

ated-

vehicle-

safety-

consortium

-adds-

honda-as-

latest-

member-

of-

growing-

consortium

2038
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https://www.axios.com/ibm-facial-recognition-regulation-ban-50000b77-109d-4472-b4c5-316b858e7d74.html
https://www.sae.org/news/press-room/2019/11/automated-vehicle-safety-consortium-adds-honda-as-latest-member-of-growing-consortium
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米国 4-U3 ANSIは
FAAの
Drone 

Safety 

Awareness 

Weekに
注目

11月8日 ANSIはDrone Safety Awareness Weekに合わせ、Unmanned 

Aircraft Systems Standardization Collaborative（UASSC）の取組に
対する支持を表明
 連邦航空局（FAA）がDrone Safety Awareness Weekを実施するにあたり、

ANSIはドローンの活用のための標準化の取組に支持を表明
 UASSCの概要：

• ドローンの安全な運用を促進するために必要な規格や適合性審査
プログラムの開発を調整、推進することをミッションとし活動

• ドローン市場の成長のため、国際的な連携や適応性対応にも注力

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

4ade8b38-

e633-

4ecb-

ab01-

df6b432b7

eed

4-U4

 

エストニアと
米国は中国
のHuaweiを
排除する5G
セキュリティ
の覚書に
署名

11月8日 エストニアと米国は中国のHuaweiを排除する内容を含む5Gセキュリティ
に関する覚書に署名

 覚書締結者：
• エストニア ラタス首相
• 米国 ペンス副大統領

 覚書概要：
• 5Gのセキュリティと開発において協力する意向を表明
• 米国はNATO内での5Gセキュリティ取り組む強化を企図

• 中国のHuaweiを排除する意図を含む内容を記載

Estonian 

World

https://esto

nianworld.

com/securi

ty/estonia-

and-the-

us-sign-a-

memo-on-

5g-

security-

exclude-

chinese-

huawei/

2039
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米国 4-U5 自動車メー
カーとライド
シェアサー
ビス事業者
の共同
グループが、
自動運転
テストの安
全運用基準
をリリース

11月12日Automated Vehicle Safety Consortium（AVSC）は、各国における
自動運転テストの安全性を確保するため、自動運転のテストドライバーの
要件や訓練の仕組のベストプラクティスを提供
 自動運転車の安全な開発とテストを推進するため、SAEレベル4-5の試験車の
テストドライバーとテストの監督者に求められる要件と訓練のベストプラクティスを
提供

 ベストプラクティスは、コンソーシアムに参加する全てのメンバーの支持を獲得

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/11/autom

ated-

vehicle-

testing-

safety-

operator-

procedure

s-

released-

by-

collaborati

ve-group-

of-top-

vehicle-

manufactu

rers-and-

ride-share-

providers

4-U6 NBAAらは
一般的な
航空運用を
制限する
法案に反対

11月19日全米ビジネス航空協会（NBAA）や他航空関連団体は、米国議会に提出
された民生的な航空運用を制限する2法案に反対を表明

 NBAAが反対を表明した法案（2件）及びその理由：
• Improving Helicopter Safety Act of 2019

• 人口密集地域での不必要な民間ヘリコプターの飛行を禁じる法案
• （反対理由）NBAAは、当該移動手段を必要とする企業・個人に
負の影響を与えるとして反対

• Drone Integration and Zoning Act（DIZA）
• 民間ドローン業界に規制を加える法案
• （理由）NBAAや他団体は、並行して統合的な安全規制制度の制
定をしており、それを尊重すべきとの立場であり、特にNBAAは、
都市における航空モビリティや航空テクノロジーの発展を阻害する
として反対

National 

Business 

Aviation 

Association 

(NBAA)

https://nba

a org/aircr

aft-

operations

/airspace/r

egional/nb

aa-others-

oppose-

legislation-

restricting-

general-

aviation-

operations

/

2040
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米国 4-U7 TÜV SÜDと
ASTMイン
ターナショナ
ルは、付加
製造（AM）
データの
パートナー
シップを
発足

11月20日ASTMインターナショナルとドイツTÜV SÜDは、付加製造（Additive 

Manufacturing）技術の活用加速化、信頼性の向上を目指した覚書を
締結

 戦略的パートナーシップ概要：
• 下記の分野における新たな教育、アドバイザリー、資格、認定サービ
スの共同開発を行い、AMに関する知識の共有や業界を超えての
技術活用を推進することに合意
• 地上交通とモビリティ
• 航空
• 工業プラント
• 消費財
• ヘルスケア

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/t%C3%B

Cv-

s%C3%B

Cd-and-

astm-

internation

al-launch-

partnershi

p-additive-

manufactu

ring

4-U8 米国国家運
輸安全委員
会はウー
バーの事故
調査を踏ま
え、「不十分
な安全文
化」があると
して公道で
の自動運転
テストの国
による事前
審査を勧告

11月20日米国国家運輸安全委員会（NTSB）は、ウーバーの自動運転テストの
事故調査結果を踏まえ、規制当局に公道での自動運転テストの事前審査
を導入するよう勧告

 背景：
• 2018年にウーバーが行った自動運転テスト中に歩行者が死亡する
事故が発生

 事故調査結果：
• ウーバーにおける十分な安全文化が存在しなかったことに加え、下記
要因等が重なり事故が発生したことを報告
• テストドライバーが携帯電話を使用しており、前方注意が不十分
• 自動運転システムが被害者を検知しながらも、歩行者の認識不可
• 自動運転テストの監督体制が不十分

 NTSBの運輸省道路交通安全局（NHTSA）に対する勧告内容：
• 開発中の自動運転システムを公道でテストする際、事前に事業者に
安全についての自己アセスメント計画の提出を求め、NHTSAがその
内容が審査することを明記

Green Car 

Congress

https://ww

w.greenca

rcongress.

com/2019/

11/201911

20-

ntsb html

2041
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米国 4-U9 SAE 

Internation

alは、業界
初の動力
付きマイク
ロモビリティ
の区分規格
を策定

11月21日Society of Automotive Engineers International（SAE）は、業界初と
なる動力付きマイクロモビリティの区分規格J3194を策定したことを発表

 背景：
• 様々なモビリティ製品やソリューションが発達する中、SAEは、都市や
運営者、製造者間の効果的なコミュニケーションの素地となるマイクロ
モビリティの区分規格が必要

 規格（技術報告書）名称：
• J3194 Taxonomy and Classification of Powered Micromobility 

Vehicles

 規格（技術報告書）概要：
• J3194は、車両重量、車幅、最高速度、動力源といった特徴から動力
付きマイクロモビリティを下記の6カテゴリーに分類
• 動力付き自転車
• 座位型スクーター
• 立位型スクーター
• 自己バランス型ボード
• 非自己バランス型ボード
• スケート

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https://ww

w.sae org/

news/pres

s-

room/2019

/11/sae-

internation

al-

publishes-

industry’s-

first-

standard-

for-

classificati

on-and-

definition-

of-

powered-

micromobil

ity-

vehicles

4-U10 自動運転車
に関する
新法案が
提案：
押さえるべ
き論点

11月22日米国下院エネルギー・商業委員会と上院商業・科学・運輸委員会は、
自動運転車に関する新法案の草案を公表

 草案に含まれる内容
• 高度な自動運転車（HAV）を対象にした安全規格の免除
• モーター車の試験と評価
• HAV諮問機関の設立

 今後超党派、両院共同での法案推進の可能性あり

Akin Gump https://ww

w.akingum

p com/en/n

ews-

insights/ne

w-

autonomo

us-vehicle-

legislation-

proposed-

what-you-

should-

know.html
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米国 4-U11 ASTMイン
ターナショナ
ルは、成人
用スクー
ターの規格
策定への
参加を呼び
かけ

11月25日ASTMインターナショナルの技術委員会（F15 on Consumer Product）
は、動力付きスクーター及びスケートボードの規格策定への関係者の
参加を呼びかけ
 ASTMの技術委員会F15 on Consumer Productsでは、大人向けの電動
スクーター及びスケートボードの安全性確保のための性能要求、試験基準に
関する規格を策定中

 規格の概要：
• 名称：WK70724 New Specification for Commercial Electric-

Powered Scooters for Adults

• 規格における主要要求事項
• ライダーの安全性
• 修理の削減
• 高い耐久性
• 事故の減少
• 故障の検知

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-seeks-

participant

s-

developme

nt-adult-

scooter-

standard

4-U12 GUTMAと
ASTMイン
ターナショナ
ルは、ドロー
ンの規格に
関する覚書
に署名

11月26日ASTMインターナショナルとグローバルUTM協会（GUTMA）は、ドローン
を既存の航空交通に統合する際、規格を活用できるよう支援するための
覚書に署名

 覚書の目的：
• 両者の国際規格への理解の促進
• 国際規格及び技術文書策定への知見、関与の増強
• ASTMインターナショナル規格へのアクセスを提供することによる
技術的ニーズの充足
• 具体には、両者によるドローンの個体識別番号であるリモートID
などUnmanned Traffic Management（UTM）システムに関する
規格策定への連携強化を企図

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/gutma-

and-astm-

internation

al-sign-

mou-

drone-

standards
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米国 4-U13 米国運輸省
は非従来型
の新興交通
技術
（NETT）に
関する情報
提供を呼び
かけ

11月27日米国運輸省（DOT）は、非従来型の新興交通技術（NETT）に関する情報
提供依頼（RFI）を発出しており、ANSIは回答を準備予定であると発表

 背景：
• DOTは4月にNETT協議会を設立し、新興交通技術の活用を促進・
阻害する可能性のある許認可や規制について検討

 RFI発出概要：
• DOTは、NETTに関連するプロジェクトや問題点、論点に関するRFIを
発出

• ANSIは下記関連質問・論点に対し回答予定の他、関係機関に協力を
呼びかけ
• 質問5：DOTが協力すべき機関
• 質問6b：NETTの安全に関する許認可レジーム
• 質問10：NETTに関するイノベーションの促進と安全確保に関する
規格

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news_publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

93e4bbcf-

e57a-4f70-

a4fa-

cd08a01dc

e4f
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中国 4-C1 第10回車両
分類基準研
究ワーキン
ググループ
が深圳で
開催

11月1日 第10回車両分類基準研究ワーキンググループが開催
（10月29日＠深圳、中国）

 協議内容：
• 2005年から開始されたGB / T 3730.1-2001「自動車とトレーラーの
種類に関する用語と定義」の改訂について議論し、主要な内容、分類
基準、モデル名などに関する基本的なコンセンサスに達し、今後計画
を策定

 参加者：
• 運輸局高速道路科学研究所、公安部交通管理科学研究所、中国高
速道路バス協会、中国自動車技術研究センター標準研究所等30以
上の国内外の自動車メーカーと試験機関から43名

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1507.ht

ml

4-C2 自動車エア
バッグ規格
及び試験技
術研究ワー
キンググ
ループの
2019年の
会議が厦门
で開催

11月1日 自動車エアバッグ規格及び試験技術研究ワーキンググループの
2019年度会議を開催（10月30日~31日＠厦门、中国）

 協議内容：
• 下記3件の規格草案の技術的内容について議論・文書の改善を検討
し、策定フェーズ向けた準備を実施
• GB / T「サイドエアバッグオフサイト保護の技術的要件」
• GB / T「子どもの固定システムとエアバッグの相互作用評価方法」
• 「自動車エアバッグシステム車両適合衝突試験方法」

 参加者：
• 清華大学、国内外の自動車会社、試験機関から30人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1508.ht

ml
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© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C3 ISO / TC22 

/ SC32 / 

WG8（機能
安全ワーキ
ンググルー
プ）と
ISO21448
（意図した機
能における
安全性：
SOTIF）の
会議がルク
センブルク
で開催

11月1日 ISO / TC22 / SC32 / WG8（機能安全ワーキンググループ）とISO 21448
（意図した機能における安全性：SOTIF）の第2回会議が開催
（10月21〜25日＠ルクセンブルク）

 協議内容：
• ISO21448作業ドラフト（WD）及び国内提案に焦点が当てられ、中国
は29件を提案、最終的に23件の提案が承認され、委員会ドラフト
（CD）へ統合されることが決定

 今後の予定：
• 2019年12月からISO21448の委員会草案（CD）が起草され、各国か
らの意見を募り、2020年4月に韓国で第3回全体会議を開催予定

 参加者：
• フランス、ドイツ、米国、英国、中国、イスラエル、ベルギー、イタリア、
スウェーデン、日本、オランダ、韓国、フィンランド、ルクセンブルク、
スイス、アイルランド、リトアニア、オーストリア等18か国から55人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1509.ht

ml

4-C4 中国の代表
団が国連自
動車基準調
和世界
フォーラム
（WP29）自
動運転試験
方法
（GRVA / 

VMAD）に
関する第4
回会議に
出席

11月1日 国連欧州経済委員会（UNECE）世界自動車規制調整フォーラム（WP.29）
自動運転作業部会（GRVA）自動運転試験方法非公式作業部会（VMAD 

IWG）第4回会議が開催（10月17~18日＠オタワ、カナダ）
 会議の目的：

• 自動運転評価システムを改善し、作業タスクを「テストシナリオ」
、「認証/シミュレーションテスト/稼働中データレポート」、「実際の道路
テスト」の3つに分割し、ワーキンググループを設立

 協議内容：
• ワーキンググループが作業範囲について議論。自動運転機能要求
非公式ワーキンググループ（GRVA / FRAV IWG）でフォローアップを
実施し、関連規制の策定を完了させることを明確化

 参加者：
• 中国、ドイツ、フランス、米国、日本、ロシア、オランダ、カナダ、EU
から約30名

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1510.ht

ml
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中国 4-C5 5回目のイ
ンテリジェン
トネットワー
ク車両規格
関連会議が
平潭で開催

11月4日 第5回インテリジェントネットワーク車両規格関連会議が開催
（10月21~24日＠平潭、中国）

 実施された関連会議：
• 自動運転車データ記録システム（DSSAD）のパフォーマンス要件と
実験方法プロジェクトのスタートアップ会議

• 自動運転自動車分類プロジェクトチームの第7回会議と調整会議
• 自動運転物流車両標準要件調査プロジェクトチーム会議
• インテリジェントネットワーク車両の用語と定義、自動運転機能の
テスト方法と要件に関連する標準プロジェクト会議、及び車両対応
融合技術標準化研究プロジェクト会議

• 「インテリジェントネットワークリンク自動オートパイロット機能のテスト
方法と要件」及び「インテリジェントネットワークリンク自動オートパイ
ロット機能のテスト方法と要件パート3：フォローアップ機能」標準プロ
ジェクト会議

• インテリジェントネットワーキング車両用語及び定義標準プロジェクト
チーム会議

• 車両検知融合技術標準化研究プロジェクトチーム会議
• 自動運転車の実際の路上試験及びマンマシンインターフェースに
関連する標準研究プロジェクトのスタートアップ会議

 参加者：
• 完成車、部品、試験機関など、インテリジェントネットワーク車両関連
産業の専門家

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1512.ht

ml
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中国 4-C6 「乗用車用
シートとその
車両備品の
強度」など
14の国家規
格の改訂及
び策定計画

11月4日 国家標準化委員会（SAC）は、「乗用車用シートとその車両備品の強度」
など14の国家規格を改訂及び策定することを決定

 改訂・策定が決定された国家規格（関連規格のみ抜粋）：
• GB 13057- 2014：乗用車用シートとその車両備品の強度
• GB 11122-2006：ディーゼルエンジンオイル
• GB 18597- 2001：有害廃棄物貯蔵汚染管理基準
• GB 5085. 7- 2007：有害廃棄物の識別に関する一般規則

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/bzjss/tzg

g/201911/

P0201911

04538527

865998.pd

f

4-C7 2019年度
ISO / TC 

268秋の
ワーキング
グループ会
議を武漢で
開催

11月5日 ISO / TC268（コミュニティーにおける持続可能な開発）の秋のワーキング
グループ会議が開催（10月14日~18日＠武漢、中国）

 主催：
• 湖北省市場監督局、中国標準化研究員、咸寧市人民政府、武漢市
市場監督管理局が組織した委員会

 会議概要：
• 湖北省北部政府Guan Jun事務局次長、国家市場監督局

Xu Changxing標準技術部副部長、ISO / TC 268Etienne Cayo
事務局長がスピーチ

• Tang Wanji CNIS副所長が中国の生態環境と都市化の基準を紹介
し、Wang Fanfei咸宁市副市長が「緑の基準で都市を導く」をテーマに
咸宁市の経験を共有

• ISO / TC268 / SC1の市川芳明議長が、「知恵」をテーマに都市
インフラと持続可能な開発について基調講演

• ISO / TC268 / WG1のAololi Combine議長が、都市の持続可能な
開発管理システムの規格を紹介

 参加者：
• 中国、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、ロシア、アメリカ、日本、
韓国、ケニアなどSO / TC268メンバー、APEC、FIDIC（国際コンサル
ティングエンジニア連盟）、ICLEI（持続可能な都市と地域をめざす
自治体協議会）、UNEP（国連環境計画）など、国内外から100人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201911/t

20191105

48973.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C8 車両標準試
験方法調査
ワーキング
グループ標
準策定検討
会議が塩城
で開催

11月5日 車両標準試験方法調査ワーキンググループ標準策定検討会議が開催
（10月31日＠塩城、中国）

 協議内容：
• 今年3月発行のGB / T 12678「自動車信頼性試験方法」、及びGB / T 

12534「車両道路試験方法の一般規則」に関して、道路試験とフィー
ルド試験の2つの側面から、走行距離分布、試験フィールド、一般的な
信頼性試験の考慮事項、試験車の選択方法、性能不況や障害評価
などの5つの重要な問題について議論

• 車両道路試験方法の一般原則の基準の改訂が提案され、ドラフト
作成グループが調査後に初回ドラフトを作成

 参加者：
• 自動車標準化協会等、ワーキンググループのメンバー30人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1516.ht

ml

4-C9 国際自動車
規格及び技
術規制研究
ワーキング
グループ比
較分析部会
の第3回会
議が昆明で
開催

11月7日 国際自動車規格及び技術規制研究ワーキンググループ比較分析部会の
第3回会議が開催（10月30日＠昆明）

 部会の目的：
• EUの新しいフレームワーク規制（EU）2018/858に基づき欧州規格と
国内規格を比較し、比較分析レポートを作成

 協議内容：
• 各チームから提出された比較分析レポートのレビューを実施し、
レポートの表現を統一及び標準化し、レポートを修正

 参加者：
• Geely Automobileなど比較分析チームのメンバー21人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1518.ht

ml
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情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C10 車両規格試
験規格ワー
キンググ
ループ規格
策定会議が
阜陽で開催

11月8日 車両規格試験規格ワーキンググループ規格策定会議が開催
（11月6日＠阜陽）

 協議内容：
• ワーキンググループ第5作業部会で2つの標準プロジェクトが提案
されていることを報告

• 今年7月に改訂版が発行されたGB/T 12535-2007「自動車始動性能
試験方法」とGBT 14172-1993「自動車、トレーラー、及び自動車の
静的ロール安定性ベンチ試験の試験方法」に関し、標準適用車両
範囲、試験温度要件、試験運転手順などを合意

 参加者：
• ワーキンググループ及び関連規格の起草グループから30人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1531.ht

ml

4-C11 Tian 

Shihong副
局長と
Robyn 

Denholm 

Tesla会長
が会談

11月10日国家市場監督管理総局Tian Shihong副局長とRobyn Denholm Tesla
会長が意見交換

 討議概要：
• 品質管理、標準化協力、認証、新エネルギー車の監督の分野に
ついて意見交換を実施

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhxw/

201911/t2

0191111

343874.ht

m
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情報源

(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C12 CATARCと
JARIが電気
自動車規格
に関する
意見交換を
天津で実施

11月11日中国自動車技術研究センター（CATARC）と日本自動車研究所（JARI）が
電気自動車規格に関する意見交換を実施（11月5〜6日、＠天津）

 討議概要：
• 燃料電池電気自動車のエネルギー消費測定方法、パワーバッテリー
の熱暴走トリガー方法（外部加熱、自己加熱、針など）及びISO 6469-

1 AMDの国際提案について意見交換を実施
• 燃料電池車、熱電池の熱拡散、電力電池のリサイクルの分野での
双方の協力を強化することで一致。また、二国間の長期的なコミュニ
ケーションメカニズムを確立し、標準と技術開発を定期的に交換する
ことを確認

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1549.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C13 自動車規格
委員会自動
化ネット
ワーク車両
における
情報セキュ
リティ規格に
関するワー
キンググ
ループの
第6回会議
が杭州で
開催

11月11日自動車規格委員会自動化ネットワーク車両の情報セキュリティ規格に
関するワーキンググループの第6回会議が開催（11月8日＠杭州）

 協議内容：
• 作業進捗報告セクションでは、事務局が3件の規格開発に取り組んで
いる状況について報告

• 標準プロジェクトチームと研究プロジェクトチームが関連規格の策定
状況について報告
• 「自動車ゲートウェイ情報セキュリティ技術要件」、「車両情報インタ
ラクションシステムの情報セキュリティ技術要件」、「自動車情報セ
キュリティの一般技術要件」の3つの規格がワーキンググループの
コメント募集の段階

• 「電気自動車の遠隔サービス及び管理システムの情報セキュリ
ティ技術要件」「電気自動車の充電情報セキュリティ技術要件」の
2つの規格は策定が完了

• 「自動車用ソフトウェアアップグレードの技術要件」、「自動車診断
インターフェースの情報セキュリティに関する技術要件」、「自動車
情報セキュリティの緊急管理のガイドライン」、「自動車情報セキュ
リティのリスク評価のためのコード」の4つの規格はドラフトの策定
が完了

• コンテンツ共有ディスカッションセッションでは、専門家がインテリジェ
ントネットワーク情報セキュリティの新しい考え方とBody Serverの技
術ルートと開発動向を紹介し、ワーキンググループに標準化の推奨事
項を提案

 参加者：
• 自動車、電子機器、情報セキュリティ、通信、及びその他のインテリ
ジェントネットワークカー関連業界から約120名

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1550.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C14 初のICT分
野における
スマートシ
ティ国際規
格（ISO / 

IEC）が発行

11月12日中国提案による「ISO / IEC 30146：2019 情報技術－スマートシティ
ICT指標」が発行

 規格概要：
• 中国電子技術標準化研究院が提案したもので、スマートシティに関し
て、ICTの観点から全世界に適用可能な包括的な評価及び評価指標
のセットを提案し、評価指標の全体的な枠組みを提供

• 中国の国家規格GB / T 33356-2016「新スマートシティ評価指標」と
同様の内容

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5787

.html

4-C15 国家水素
エネルギー
標準化技術
委員会2019
年次総会が
開催

11月12日国家水素エネルギー標準化技術委員会（SAC / TC309）2019年次総会
及び国家規格審査会が開催（11月7~8日＠済南、中国）

 協議内容：
• Ma Lincon委員長が、水素エネルギー技術標準システムの構築、
標準開発、開発計画とロードマップ、低炭素及び低コストの水素製造
技術における委員会の成果を報告
• 事務局は、2019年の作業進捗と2020年の作業計画を説明
• 参画メンバーが水素エネルギー標準化の方向性について議論
• オブザーバーメンバーが水素エネルギー標準化、水素燃料補給所、
液体水素、水素の安全性などのホットトピックについて報告

• 委員会において、「自動車燃料用水素」「液体水素製造システムの
技術仕様」、「液体水素貯蔵及び輸送安全技術要件」、及び「積分
球法による懸濁の液体－固体光触媒水素製造の測定」4つの国家
規格のレビューを完了

 今後の予定：
• 規格を修正後、早急に国家標準管理委員会を通じて発行予定

 参加者：
• 委員会メンバー及びオブザーバー約120人

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191112

49030.ht

ml
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ティ

中国 4-C16 電磁車両導
電性充電電
磁適合性要
件及び試験
方法に関す
る国家規格
のドラフトに
対する意見
募集

11月14日電磁車両導電性充電電磁適合性要件及び試験方法に関する国家規格の
ドラフトに対する意見を募集（2020年1月13日まで）
 規格の内容が多量で複雑な試験のため、前回の意見募集後にドラフトを修正後、
再び意見を募集中

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1628

.html

4-C17 GB / T 

38185-

2019「商用
車の電子
安定性制御
システムの
性能要件と
試験方法」
など2つの
国家規格発
表会を開催

11月15日商用自動車の性能要件と試験方法に係る国内規格（GB/T）2件の国家
規格発表会を開催（12月10~12日）

 対象規格：
• 「GB / T 38185-2019「商用車の電子安定性制御システムの性能
要件と試験方法」

• 「GB / T 38186-2019「商用車用自動緊急ブレーキシステム（AEBS）
性能要件と試験方法」

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1631.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C18 自動車標準
化技術委員
会インテリ
ジェントネッ
トワーク車
両小委員会
の標準化作
業に関する
一連の会議
が杭州で
開催

11月18日自動車標準化技術委員会インテリジェントネットワーク車両小委員会の
標準化作業に関する一連の会議が開催（11月4~11月7日＠杭州、中国）

 開催された会議：
• 電気自動車充電システム情報セキュリティ技術要件標準プロジェクト
（PJ）会議

• LTE-V2X直接通信ベースの車両情報インタラクティブシステム技術
要件標準PJ会議

• 電気自動車の遠隔監視情報セキュリティ技術要件標準PJ会議
• 自動車情報セキュリティリスク評価基準のPJ会議
• 自動車診断インターフェース情報セキュリティ技術要件標準PJ会議
• 自動車情報セキュリティ一般技術要件標準PJ会議
• 乗用車後部の通行リマインダーシステムのパフォーマンス会議および
テスト方法標準化PJ会議

• 自動車情報セキュリティ緊急対応ガイドライン規格PJ会議
• 自動車用ソフトウェアアップグレードの一般的な技術要件PJ会議
• ドライバーの注意喚起システムのパフォーマンス要件とテスト方法の
会議

• オンボードコンピューティングプラットフォームの標準化に関する研究
PJのスタートアップ会議

• 自動車情報セキュリティ標準に関するワーキンググループ（WG）の
リーダーシップ会議

• 自動車情報セキュリティ試験方法の標準PJのスタートアップ会議
• 道路車両情報セキュリティ技術標準PJのスタートアップ会議
• 自動車ゲートウェイ情報セキュリティ技術要件標準プロジェクト会議
• 車両情報相互作用システムの情報セキュリティ技術要件PJ会議
• 自動車電子制御ユニットの情報セキュリティ保護技術要件の基準に
関する研究PJのスタートアップ会議

• 自動車情報セキュリティ規格WG第6回全体会議

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1632.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C19 欠陥のある
自動車製品
のリコール
結果評価の
ガイドライン
に関する
国家規格へ
の意見募集

11月19日欠陥のある自動車製品のリコール結果評価のガイドラインに関する国家
規格（20193284-T-469）に対する意見を募集（12月18日まで）
 「欠陥自動車製品のリコールの評価ガイド」（20193284-T-469）について、意見の
ある場合は製品欠陥および安全管理標準化のための国家技術委員会（SAC / 

TC463）の事務局へ提出

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/bzyj

zq/gbyjzq/

201911/t2

0191119

49047.htm

l

4-C20 製品欠陥・
安全管理標
準化技術委
員会（SAC / 

TC463）
2019年次会
議及び規格
レビュー
会議が北京
で開催

11月19日製品欠陥・安全管理標準化技術委員会（SAC / TC463）2019年次会議
及び規格レビュー会議が開催（11月14日＠北京、中国）

 協議内容：
• SAC / TC463事務局が2019年の作業概要と2020年の作業計画につ
いて報告

• 「自動車製品のリコール番号規則及び番号」、「自動車製品欠陥の糸
口に関する報告と取扱い仕様」、「リコール•製品の電気電子
リスク評価」の3つの規格策定に対応するメンバーを決定

• 当該3つの規格のリスク評価レビューへ向けたレビューが実施され、
TCの次の作業と今後の方向性について議論

 参加者：
• SAC/ TC463メンバー及び関連分野の専門家計60人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191119

49043.ht

ml

4-C21 中国自動車
技術研究
センターと
ボルボが技
術に関する
意見交換を
実施

11月20日ボルボのJames Lundströmグローバル規制部門長が中国自動車技術
研究センターを訪問し、 Wu Zhixin副所長らと意見交換（11月19~20日）
 標準化研究所、中国自動車データ有限公司等が参加し、標準化、歩行者保護、

C-NCAP、WLTP（国際調和排出ガス・燃費試験法）、環境保護について意見
交換

中国自動車
技術研究
センター
（CATARC）

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91120/297

23.html
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モビリ
ティ

中国 4-C22 国家主要研
究開発プロ
グラムであ
る「新エネル
ギー車」の
主要プロ
ジェクト「パ
ワーバッテ
リー試験お
よび評価技
術」の中間
進捗評価会
議が開催

11月20日国家主要研究開発プログラムである「新エネルギー車」の主要プロジェク
ト「パワーバッテリー試験および評価技術」の中間進捗評価会議が開催
（11月14日＠天津、中国）

 協議内容：
• プロジェクトリーダーである中国自動車技術研究センターのWang 

Fang試験認証部副チーフエンジニアが、プロジェクトの全体的な進捗、
評価指標の完了、および次の作業計画を報告

• 各プロジェクトの担当者が、中期の進捗状況、研究結果、評価指標の
完了、資金の状況について報告。プロジェクトリーダーと参加専門家
は、各トピックの進捗に関する提案と要望を提示

 参加者：
• 中国自動車技術研究センターの関連機能部門及びプロジェクトの研
究グループ専門家40人以上

中国自動車
技術研究
センター
（CATARC）

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91120/297

26.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(13/25)

モビリティ分野関連記事詳細（24/44）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191120/29726.html
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モビリ
ティ

中国 4-C23 中国電子技
術標準化研
究院が議
長を務める
2019年全国
情報技術標
準化技術委
員会生体認
証小委員会
技術委員会
（SAC / 

TC28 / 

SC37）第2
回会議が
北京で開催

11月21日中国電子技術標準化研究院（CESI）が議長を務める2019年全国情報技
術標準化技術委員会生体認証小委員会技術委員会（SAC / TC28 / 

SC37）第2回会議が開催（11月20日＠北京、中国）
 協議内容：

• Yang Jianjun議長が今後の委員会の活動に関して、今後5年間で
国内の技術の標準化に焦点を当て、生体認証アプリケーション規格
の研究と策定を強化し、生体認証とその他の関連セキュリティ問題の
研究を強化し、国際標準化作業を加速させ、国内産業の発展を促進
していくと強調

• モバイル機器ワーキンググループとゲノム同定ワーキンググループが
作業報告書を作成

• 事務局が、虹彩識別作業グループ、顔認識作業グループ、行動認識
作業グループ、および静脈識別作業グループの報告書の準備状況に
ついて報告

• 会議中、生体認証ホワイトペーパー（2019年版）を発行
 参加者：

• 80以上の生体認証関連企業および研究機関から110人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5831

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/25)

モビリティ分野関連記事詳細（25/44）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201911/5831.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源
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モビリ
ティ

中国/

ASE

AN

4-C24 中国と
ASEAN、
「一帯一路」
とスマート
シティ分野
協力の2つ
の共同声明
発表

11月21日第22回中国・ASEAN首脳会議において「スマートシティ協力イニシアチブ
にかかる中ASEAN首脳宣言」を発表（11月3日＠バンコク、タイ）

 「スマートシティ協力イニシアチブにかかる中ASEAN首脳宣言」概要（標準
化関連部分抜粋）

• スマートシティの質が高く持続可能な開発を推進するため、監督機関
や地方政府などに対しベストプラクティスを共有

• スマートシティ技術産業分野における通信、相互認証、国際標準の
利活用、適合認証などの協力推進により標準化協力を推進。特に
個別都市の異なる優先分野、開発状況などを踏まえ、地域に即した
標準（Localized standards）の適用を追求

• 大学、企業、研究機関による教育プログラム推進、スマートシティ開発
にかかる人材育成、政府機関、研究機関、企業の人材交流促進を
通じた人材育成と知識を共有

JETRO https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/11/d

a547883b

7f72dcc.ht

ml

中国 4-C25 廃車の解体
処理と廃プ
ラスチックの
リサイクル
など、37の
サーキュ
ラーエコノ
ミー規格の
パイロット
プロジェクト
の評価結果
に関する
国家標準化
委員会の
お知らせ

11月21日全国で37のサーキュラーエコノミー規格のパイロットプロジェクトの評価を
実施し、33のサーキュラーエコノミー規格が適格と判定
 「サーキュラーエコノミー規格のパイロットプロジェクトに関する指導的意見」、「全
国サーキュラーエコノミー規格パイロット評価および評価プログラム（トライアル）」
に基づき、標準化委員会と開発改革委員会は、天津市、山西省等14の省の市
場監督管理局に専門家グループを組織し、パイロットプロジェクトの評価を実施

 「廃車の解体処理と廃プラスチックのリサイクルのためのサーキュラーエコノミ―
規格のパイロット」など、37のパイロットプロジェクトを完了、うち33が適格であると
判定

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201911/P0

20191121

36728894

4318 pdf
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/25)

モビリティ分野関連記事詳細（26/44）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/11/da547883b7f72dcc.html
http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/201911/P020191121367288944318.pdf
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中国 4-C26 道路車両の
機能安全規
格の研究開
発のための
ワーキング
グループが、
GB / T 

34590-

2017「道路
車両の安全
性」の改訂
を開始

11月22日全国自動車標準化技術委員会自動車電子及び電磁両立性小委員会
（SAC / TC114 / SC29）がGB / T 34590-2017「道路車両の安全性」
シリーズの改訂作業を開始

 GB / T 34590-2017「道路車両の安全性」シリーズの内容：
• 誤動作、機能障害、車両の制御不能、死傷者およびその他の安全上
のリスクによる車両の電子制御システムの安全上のリスクの完全な
ライフサイクルを提供

 改訂の目的：
• ISO 26262-2011の改訂版であるISO 26262-2018の適用

 今後の予定：
• 2020年7月まで規格のドラフトを作成し、同年末までに承認申請を
完了

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1633.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/25)

モビリティ分野関連記事詳細（27/44）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1633.html
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中国 4-C26

（続き）

道路車両の
機能安全規
格の研究開
発のための
ワーキング
グループが、
GB / T 

34590-

2017「道路
車両の安全
性」の改訂
を開始

11月22日全国自動車標準化技術委員会自動車電子及び電磁両立性小委員会
（SAC / TC114 / SC29）がGB / T 34590-2017「道路車両の安全性」
シリーズの改訂作業を開始

 対象規格：
• GB/T 34590.1-XXXX「道路車両の安全性-パート1：用語」
• GB/T 34590.2-XXXX「道路車両の機能安全パート2：機能安全管理」
• GB/T 34590.3-XXXX「道路車両の機能安全パート3：コンセプト
フェーズ」

• GB / T 34590.4-XXXX「道路車両の安全性-パート4：製品開発：
システムレベル」

• GB/T 34590.5-XXXX「道路車両の機能安全性パート5：製品開発：
ハードウェアレベル」

• GB/T 34590.6-XXXX「道路車両の安全性-パート6：製品開発：ソフト
ウェアレベル」

• GB/T 34590.7-XXXX「道路車両の安全性-パート7：生産、運用、
サービス、および廃棄」

• GB/T 34590.8-XXXX「道路車両の機能安全パート8：サポート
プロセス」

• GB/T 34590.9-XXXX「道路車両の安全性-パート9：車両の安全性と
安全性に関するガイダンスと安全指向分析」

• GB/T 34590.10-XXXX「道路車両の安全性-パート10：ガイド」
• GB/T 34590.11-XXXX「道路車両の安全性-パート11：
半導体アプリケーションのガイドライン」

• GB / T 34590.12-XXXX「道路車両の安全性-パート12：オートバイの
適用性」

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1633.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(17/25)

モビリティ分野関連記事詳細（28/44）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1633.html
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中国 4-C27 Tiecheng
所長が、
東風テクノ
ロジーセン
ターTan 

Minqiang
所長を歓迎

11月22日東風テクノロジーセンターTan Minqiang所長が中国自動車技術研究
センターを訪問し、Tiecheng所長らと意見交換（11月22日）

 参加者：
• 中国自動車技術研究センターから投資運用管理部、試験認証部、標
準化研究所、天津自動車工学研究所、中国自動車データ有限公司等

中国自動車
技術研究
センター
（CATARC）

http://www.

catarc ac c

n/ac2016/c

ontent/201

91122/297

38.html

4-C28 燃料電池
電気自動車
ワーキング
グループの
2019年第3
回会議が
保定で開催

11月25日燃料電池電気自動車ワーキンググループの2019年第3回会議が開催
（11月20日＠保定、中国）

 協議内容：
• GB / T 24549-XXXX「燃料電池電気自動車の安全要件」、GB / T
「固定バッテリー電気自動車のステレオタイプテスト要件」、GB / T 

26990-2011「燃料電池電気自動車の水素システムの技術条件」の
レビューが完了

• GB / T 26779-XXXX「燃料電池電気自動車水素燃料補給港」の改訂
案、GB / T 24554-XXXX「燃料電池電気自動車エンジン性能試験方
法」について討議すると共に、燃料電池電気自動車エンジンの質量
出力密度の計算方法についても議論

 今後の予定：
• GB / T 29126-2012「燃料電池電気自動車搭載水素システムの試験
方法」等4つの規格の改訂案を12月にレビュー予定

 参加者：
• 中国自動車技術研究センター、大学、国内外OEM、部品会社、試験
機関など70以上の組織から約100人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1639.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(18/25)

モビリティ分野関連記事詳細（29/44）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191122/29738.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1639.html
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中国 4-C29 電気自動車
の駆動モー
ター規格研
究ワーキン
ググループ
の2019年第
2回会議が
西安で開催

11月25日電気自動車の駆動モーター規格研究ワーキンググループの2019年
第2回会議が開催（11月19日＠西安、中国）

 協議内容：
• ワーキンググループのメンバーが、意見募集段階にあるGB / T 

24347「電気自動車DC / DCコンバーター」ドラフトの全体的な
フレームワーク、主要な修正ポイント、及びフィードバックを紹介。
効率指標と重み付け方法等について議論し、内容について合意

• GB / T 29307「電気自動車の駆動モーターシステムの信頼性試験
方法」の改訂されたアイデアについて報告し、改訂ドラフトについても
詳細に議論（但し合意には至らず）

• 「電気自動車の駆動モーターシステム」のGB / T 18488シリーズの
改訂目的と改訂内容を提案

 参加者：
• 完成車、部品、及び試験機関から80人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1638.ht

ml

4-C30 「情報技術
リアルタイム
ポジショニン
グビジュア
ルポジショ
ニングデー
タインター
フェース」の
国家標準
策定への
参加者募集
に関する
お知らせ

11月26日 「情報技術リアルタイムポジショニングおよびビジュアルポジショニング
データインターフェイス」の標準化に関するWG参加機関を募集

 背景：
• 国家標準化委員会（SAC）は、「情報技術リアルタイムポジショニング
およびビジュアルポジショニングデータインターフェイスの国家標準化
及び改訂計画」（計画番号：20193198-T-469）を正式に発行
（～2019年10月）

 WGの作業内容：
• データ取得、ストレージインターフェイス、位置通信インターフェイス、
データ構造、データタイプをスコープとする規格を策定

 今後の予定：
• 参加希望機関は、事務局に申請書を提出（～12月9日）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5840

.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(19/25)

モビリティ分野関連記事詳細（30/44）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1638.html
http://www.cesi.cn/201911/5840.html
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中国 4-C31 ISO自動運
転テストシ
ナリオワー
キンググ
ループの第
7回会議が
フィンランド
で開催

11月26日第7回ISO/TC 22/SC 33 Vehicle dynamics and chassis 

componentsのWG 9  Test scenarios of automated driving 

systems会議が開催（11月19～21日@ムオニオ、フィンランド）
 ISO/TC 22/SC 33/WG 9討議内容：

• 複数の自動車に係る規格素案についてディスカッションを実施
• ISO/WD 34501 Road vehicles — Terms and definitions of test 

scenarios for automated driving systems

• ISO/WD 34502 Road vehicles — Engineering framework and 

process of scenario-based safety evaluation

• ISO/WD 34503 Road vehicles — Taxonomy for operational 

design domain for automated driving systems

• ISO/WD 34504 Road vehicles — Scenario attributes and 

categorization

• ISO PWI: Road Vehicles-Evaluation of Test Scenario

 参加者：
• 中国、日本、米国、ドイツ、英国、イタリア、オランダ、スウェーデン、
フィンランド、スペイン、イスラエル、韓国、その他メンバー国より、
25人の専門家が参加

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1640.ht

ml

4-C32 自動車業界
標準「ドロー
バーセルフ
ロードおよ
びアンロー
ドデバイス」
に関する
意見の
要求書

11月27日SAC/TC114は、自動車業界標準「ドローバーセルフロードおよび
アンロードデバイス」の規格草案に関する意見を募集（～2020年1月7日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1643

.html
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モビリティ分野関連記事詳細（31/44）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1640.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1643.html
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中国 4-C33 自動車業界
標準「自動
車用温度
センサー」に
関する意見
の要求書

11月27日SAC/TC114は、自動車業界標準「自動車用温度センサー」の規格草案に
関する意見を募集（～2020年1月7日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1644

.html

4-C34 車両試験方
法規格に関
するワーキ
ンググルー
プの第16回
会議が無錫
市で開催

11月28日第16回車両試験方法規格に関するWG会議を開催
（11月26日@無錫市、中国）

 会議概要：
• 40人以上のメンバーが参加
• 5つの起草ユニットの代表者が下記規格案の作業状況を報告

• 自動車信頼性試験方法
• 自動車の静的転覆安定性試験方法
• 小型トラックの防雨密閉性試験方法
• 自動車の大気暴露試験方法
• 自動車始動性能試験方法

 討議内容：
• 下記5つの規格を発表

• 車両の重心の決定
• 車両のフットボード位置の測定方法
• 車両の質量（重量）パラメータの測定方法
• 車両の暖房性能の要件と試験方法
• 自動車強化腐食試験方法

• 「自動車の道路試験方法の一般原則」等の4規格の事前調査作業を
開始

 今後の予定：
• 動車牽引性能試験方法等、7規格の策定を計画

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1647.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C35 全国自動車
標準化技術
委員会は、
最初のGB / 

T「ドライ
バー注意検
出システム
のパフォー
マンス要件
とテスト方
法」検証テ
ストを実行

11月29日全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）は、GB / T「ドライバー
注意検出システムのパフォーマンス要件とテスト方法」の検証テストを
実施（11月17～22日@重慶、中国）

 背景：
• SAC/TC114のインテリジェントコネクティッドカー委員会は、

GB / T「ドライバー注意検出システムの性能要件と試験方法」を策定
（2018年～2019年）（プロジェクト番号：20193390-T-339）

 検証テスト参加者：
• 13社からの専門家計20名

 今後の予定：
• 検証テストの結果に基づき、規格案を完成予定（2020年）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1648.ht

ml

4-C36 国際標準化
トレーニング
を開催

11月1日 中国自動車業界における競争力強化・国際標準化推進を企図した
「国際標準化トレーニング」を開催（10月28日~29日＠天津、中国）

 目的：
• 標準化当局の国際標準化策定への積極的な参加を促し、業界の
国際標準化策定ルールの理解を強化し、自動車業界の国際社会へ
の参加を強化

 内容：
• 国家市場監督管理総局標準イノベーション管理部門ISO専門家Ren 

Yanbo氏とISO / TC22（道路車両技術委員会）の事務局長でフランス
標準化局（BNA）自動車規格規制部長のValérie Maupin氏の基調
講演の後、質疑応答セッションを実施

 参加者：
• 国内の自動車会社や研究機関から100人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1505.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C37 第7回海外
自動車市場
アクセスと
技術規制に
関する国際
シンポジウ
ムが昆明で
開催

11月5日 第7回海外自動車市場アクセスと技術規制に関する国際シンポジウムが
開催（10月31日＠昆明、中国）

 シンポジウム概要：
• ISO、ヨーロッパ、米国、及び中国の専門家が、インテリジェントネット
ワークカーと電気自動車を含む自動車の市場アクセス方法や国際、
ヨーロッパ、アメリカ、アジア、及びアジア地域の標準及び規制を解釈
• 特に、揮発性有機化合物（VOC）などのホットトピックに関する規格
及び規制の最新の動向について講演

 参加者：
• 国内外の自動車メーカー、部品会社、試験及び認証センター、
技術研究機関から120人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1517.ht

ml

4-C38 「自動車企
業における
標準化」
イベントを
北京汽車
（BAIC）に
おいて開催

11月8日 「自動車企業における標準化」イベントを北京汽車（BAIC）において開催
（11月6日＠北京、中国）

 目的：
• 自動車標準化の知識を企業に紹介し、標準化作業に関する企業の
意見や提案を収集

 イベント概要：
• BAICチーフエンジニアのLi Jikai氏が、北京汽車グループの標準化に
関する事例に基づきながら、自動車生産、研究開発における標準化
の重要性について講演

• 規格協会のZheng Tianleiディレクターが、規格協会のビジネスの
範囲、研究内容、国際標準化の状況などを紹介

 参加者：
• BAICグループから100人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1530.ht

ml
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中国 4-C39 第11回電気
自動車の規
格と規制に
関する国際
シンポジウ
ムが佛山市
高明で開催

11月15日第11回電気自動車の規格と規制に関する国際シンポジウムがで開催
（11月12~13日＠佛山市高明、中国）

 シンポジウム概要：
• Feng Wei規格研究所所長が新エネルギー車の現状と標準化の役割
について基調講演

• 新エネルギー車、パワーバッテリー、駆動モーター、充電など22の
分野に関して各専門家が講演

 参加者：
• 電気自動車や電力電池会社、検査機関、研究機関など、100以上の
組織から約300人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1629.ht

ml

4-C40 Li Yubing規
格技術革新
局副局長が
第3回UAV
システム規
格の開発お
よび適用に
関する国際
フォーラム
に出席

11月25日第3回UAVシステム規格の開発および適用に関する国際フォーラムが
開催（11月23日＠南京、中国）

 協議内容：
• 一般的なドローンの概要と製品、ドローンの運用と管理、ドローンの
試験と評価などのトピックについて議論
• Li Yubing副局長は、産業の急速な発展とドローン産業の健全で
持続可能な発展により、ドローンの分類、品質と安全性、検査と
試験、飛行制御における規格の役割を強化し、標準化を進める
ことが急務であると指摘

 参加者：
• 中国、米国、英国、ドイツ、イタリア、韓国など約10か国から300人
以上

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201911/t2

0191127

343904.ht

m
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モビリ
ティ

中国 4-C41 「キャンパス
への自動車
標準化」の
一連のテー
マ活動が武
漢理工大学
で開催

11月29日中国自動車技術研究センターは、自動車の標準化に関する講義を実施
（＠武漢理工大学）

 背景：
• 国務院は、「標準化作業深化のための改革計画」を策定

 イベント概要：
• 大学生が国家経済における標準の役割を理解し、標準に対する関心
を喚起することを目的

• 中国の標準化システムと自動車標準化作業及び中国の電気自動車
の標準について紹介

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1649.ht

ml
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A1 ドイツのエネ
ルギー移行
からEモビリ
ティガバナ
ンスを共有

11月5日 BSNが電動自転車促進キャンペーンE-Bike Rideを実施
（10月6日＠スマラン、インドネシア）

 目的：
• 環境に優しい車両への燃料の使用を奨励する政府プログラムの一環
として、安全で質の高い電動自転車製品の重要性について企業や
消費者の意識を向上

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10648/sh

aring-tata-

kelola-e-

mobilitas-

dari-

transisi-

energi-

jerman-

ベト
ナム

4-A2 スマートシ
ティの構築
に不可欠な
ブロック
チェーン
技術

11月13日ホーチミン市人民委員会副議長が、サイゴンハイテクパークの年次会議
において、ブロックチェーン技術に関連する規制の枠組みと方針の策定を
計画中であると発言

 TrầnVĩnhTuyếnホーチミン市人民委員会副議長発言要旨：
• スマートシティを構築する際の潜在的なリスクを最小限に抑えるため
に、ブロックチェーン技術に関連する規制の枠組みと方針を策定する
ことを計画

• 市は科学技術、特に都市の問題を解決し、スマートシティを開発する
ためにAIを使用するプロジェクトを最優先に設定

• ホーチミン市は省庁と協力し、国内でのブロックチェーンの適用のため
のロードマップを構築予定

VietNam 

News

https://viet

namnews.

vn/econom

y/538200/

blockchain

-

technology

-vital-in-

building-

smart-

city.html#H

shjt7LbHC

bZZjAL.97
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中国/

ASE

AN

4-A3 中国と
ASEAN、
「一帯一路」
とスマートシ
ティ分野協
力の2つの
共同声明
発表

11月21日第22回中国・ASEAN首脳会議において「スマートシティ協力イニシアチブ
にかかる中ASEAN首脳宣言」を発表（11月3日＠バンコク、タイ）

 「スマートシティ協力イニシアチブにかかる中ASEAN首脳宣言」概要（標準
化関連部分抜粋）

• スマートシティの質が高く持続可能な開発を推進するため、監督機関
や地方政府などに対しベストプラクティスを共有

• スマートシティ技術産業分野における通信、相互認証、国際標準の
利活用、適合認証などの協力推進により標準化協力を推進。特に
個別都市の異なる優先分野、開発状況などを踏まえ、地域に即した
標準（Localized standards）の適用を追求

• 大学、企業、研究機関による教育プログラム推進、スマートシティ開発
にかかる人材育成、政府機関、研究機関、企業の人材交流促進を
通じた人材育成と知識を共有

JETRO https://ww

w.jetro go.j

p/biznews/

2019/11/d

a547883b

7f72dcc.ht

ml
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モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A4 シンガポー
ルと韓国が、
新たな韓国
スタートアッ
プセンター
の設立及び
規格と適合
性における
パートナー
シップにより
経済的関係
を深化

11月23日エンタープライズシンガポールと韓国技術標準院（KATS）が規格と
適合性に関する協力促進を目的としたMoUに署名（11月23日）

 目的：
• スマートシティとスマートマニュファクチャリングの主要分野に焦点を
当て、市場要件の相互理解を促進し、両市場間の商品とサービスの
フローを増やすための協力を促進

 協力内容：
• 今後3年間で、規格、法定計量、適合性評価、技術規制の協力を深化

Enterprise 

Singapore

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/nove

mber/sing

apore-and-

south-

korea-

deepen-

economic-

ties-with-

establishm

ent-of-

new-

korea-

startup-

centre-

and-

partnershi

p-in-

standards-

and-

conforman

ce

タイ 4-A5 タイは、
Milrem 

Roboticsの
ロボット戦闘
車両を評価

11月26日国防技術研究所（DTI）が、来年ロボット戦闘車を評価し、国の軍隊への
適合性を決定することを発表
 Milrem Roboticsの無人地上戦闘機「THeMIS」に対し、現地の軍隊が活動
する過酷な地形と気候条件における車両の能力評価をするよう設計された
試験を実施予定

Robotics 

Business 

Review

https://ww

w.robotics

businessre

view.com/

public-

safety/milit

ary/thailan

d-to-

evaluate-

robotic-

combat-

vehicles-

from-

milrem-

robotics/
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A6 標準化ロー
ドマップと適
合性評価に
関するFGD
の議論

11月27日国家標準化庁（BSN）による標準化・適合性評価に係るフォーカス
グループディスカッション（FGD）が開催

 協議内容：
• 標準化と適合性評価のロードマップ（SPK）マスタープラン
（ロードマップ、マイルストーン、目標達成計画）2020-2030の策定
および推進方法について議論

 参加者：
• 国家開発計画庁、BSNメカニクス、エネルギー、電子、輸送、情報技
術規格開発部長、BSN認証システムおよびハーモナイゼーション部長、
BSN HR研究開発センター長、SPKの専門家

インドネシア国
家標準化庁
（BSN）

https://ww

w.bsn go.i

d/main/ber

ita/detail/1

0736/fgd-

pembahas

an-

roadmap-

standardis

asi-dan-

penilaian-

kesesuaia

n-

シンガ
ポール

4-A7 シンガポー
ルが都市の
モビリティ
準備指数で
トップ

11月28日Oliver Wyman（コンサルティング会社）が実施した最新の都市の
モビリティ準備指数において、シンガポールがトップの評価を獲得

 ランキング方法：
• 最新のモビリティテクノロジー導入の準備状況及び都市のモビリティ
再構築の実施状況について世界30都市をランク付

 採点基準：
• Oliver Wymanとカリフォルニア大学バークレー校の交通研究所が
共同で、既存の公共および民間のモビリティネットワーク、現在の規制、
政策およびインフラ、都市の居住性、および将来の技術を取り込む
能力を分析・評価

 トップ5の都市：
• 1位：シンガポール、2位：アムステルダム、3位：ロンドン、4位：上海、

5位：ニューヨーク

Smart Cities 

World

https://ww

w.smartciti

esworld.ne

t/news/ne

ws/singap

ore-tops-

urban-

mobility-

readiness-

index-

4818
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モビリ
ティ

国際 4-O1 ITUが自動
運転車の
制御におけ
るAI「ドライ
バー」のた
めの「運転
テスト」を
考案

11月6日 ITUは、Focus Group on AI for autonomous and assisted driving 

(FG-AI4AD)を新設
 FG-AI4AD概要：

• 自動車両を操縦するAIドライバーのパフォーマンスを監視及び
評価する国際標準の確立を目的

• AIドライバーに対し下記の実現を志向
• AIは不注意、危険、又は無謀な運転行動を行わない
• AIは常に衝突を回避する
• AIは有能で注意深い人間ドライバーと同等又は超越する
パフォーマンスを発揮する

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https://ww

w.itu int/en

/mediacent

re/Pages/2

019-

PR21.aspx
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モビリ
ティ

国際 4-O2 国連騒音
条件非公式
ワーキング
グループの
第14回会議
が浜松で
開催

11月14日国連騒音条件非公式ワーキンググループの第14回会議が開催
（11月5日＠浜松、日本）

 協議内容：
• ASEP IWGのドラフト作成グループが作成した自動車ASEP規制の技
術ドラフトについて議論

• 自動車ASEP規制の免除の現在の範囲とEU内部騒音規制の
適用範囲に対する調整の必要性、及びASEP規制と電気自動車の警
告音などのその他の自動車技術規制の接続性及び自動車ASEPテ
ストの制御条件と精度要件について合意

 参加者：
• 自動車基準認証国際化研究センター（JASIC）、交通安全環境研究所
（NTSEL）、フランス自動車技術研究センター（UTAC）、中国自動車
技術研究センター、ポルシェ、ルノー、トヨタ、フィアットクライスラー、日
産、日野、スズキ、ボルボ、世界自動車製造業者協会（OICA）ノイズ
エキスパートチーム、ホンダ、ヤマハ、川崎、KTMワールドバイクメー
カーIMMA騒音専門チーム、欧州自動車サプライヤー協会（CLEPA）、
欧州タイヤリム技術機構（ETRTO）、ISO等より計43人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1626.ht

ml
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国際 4-O3 持続可能性
への列車

11月19日 IECは、IEC/TC 9 Electrical equipment and systems for railwaysに
よる列車の持続可能性向上のための標準化関連活動を紹介

 IEC/TC 9活動概要：
• 電車、地下鉄、その他のライトレールシステムの規格を策定、
約100の出版物を発行

• 継続的にエネルギー効率要件を規格に含める必要性を評価
 その他関連活動概要：

• IECは、Briefing paper: Smart train, metro and tramway systemsを
発行

• IEC/TC 105 Fuel cell technologiesは、輸送で使用される燃料電池
の規格を策定

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/on-a-

train-to-

sustainabil

ity/

4-O4 UNIDOが
工業団地の
国際ガイド
ラインを
公開

11月30日国際連合工業開発機関（UNIDO）は、工業団地の安全・エネルギー管理
や環境保護に係る国際ガイドラインを公開

 ガイドライン概要：
• 規制当局、開発者、オペレーター、テナント、パートナー等、様々な
利害関係者向けに工業団地の計画、開発、運営に関する段階的な
アドバイスを提供

• 健康・安全、エネルギー管理、環境保護等の基準に準拠した工業
団地の開発を促進

Modern 

Diplomacy

https://mod

erndiplom

acy eu/201

9/11/30/un

ido-

publishes-

internation

al-

guidelines-

for-

industrial-

parks/
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モビリ
ティ

国際 4-O5 ASAM国際
会議-自動
運転

11月6日 ASAMは、第4回ASAM国際会議AUTONOMOUS DRIVING –

Standardized Virtual Development as a Key to Future Mobilityを
開催予定（12月10～11日@ドレスデン、ドイツ）

 イベント概要：
• 自動運転車の仮想化された開発をコンセプトに、AI、機械学習、標準
の役割に焦点

• 39のプレゼンテーションの実施及び最新製品・ソリューションのデモ
展示を予定

Association for 

Standardisatio

n of 

Automation 

and 

Measuring 

Systems 

(ASAM e.V.)

https://ww

w.asam ne

t/news-

media/new

s/detail/ne

ws/asam-

internation

al-

conferenc

e-

autonomo

us-driving/

4-O6 世界無線通
信会議2019
が閉会

11月25日世界無線通信会議2019（WRC-19）が閉会
（11月22日＠シャルム・エル・シェイク、エジプト）

 協議概要（抜粋）：
• 5Gおよび将来の国際移動通信システム用の周波数スペクトルを特定
• 鉄道車両と地上の無線通信システムのグローバルな均一周波数に関
する決議を可決

• 高度道路交通システム（ITS）にICTを統合して車両を接続し、交通
管理を改善し、より安全な運転を支援することを承認

 参加者：
• 193のITU加盟国、900のセクターメンバー、および国際機関、機器
メーカー、通信事業者、業界団体から約4,000人

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7540640

/content ht

ml

2077

【情報収集結果】その他地域、機関におけるモビリティ分野の標準化動向(4/4)

モビリティ分野関連記事詳細（44/44）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.asam.net/news-media/news/detail/news/asam-international-conference-autonomous-driving/
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c7540640/content.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

11月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

2078



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E1 2020年の欧
州標準化の
ための年次
連合作業
プログラム
が公開！

11月4日 欧州委員会（EC)は、2020年の欧州標準化のための年次連合作業
プログラムを公開

 文書概要：
• 2020年の欧州における標準化作業の優先順位を提供
• 環境問題に関する複数分野の標準化作業への注力の必要性を強調
（以下、例）
• 電気モーター、給湯器、洗濯機、家庭用洗濯乾燥機等の機器の
エネルギー性能を測定するエコデザイン

• プラスチック製漁具のリサイクルと再利用
• 肥料
• REACH規則の下で、消費者の物品に使用されるゴムおよびプラ
スチック材料中の制限物質（多環芳香族炭化水素）の移動制限の
開発

• 鉄鋼業界のクリーンな循環経済への移行を促進する標準の開発

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/annu

al-union-

work-

programm

e-for-

european-

standardis

ation-for-

2020-is-

out/

5-E2 EN 15804：
2012 + A2：
2019は、
建設製品の
環境製品宣
言に関する
新しいルー
ルを設定

11月4日 CENは、建設製品の持続可能性に関する規格「EN 

15804:2012+A2:2019 Sustainability of construction works -

Environmental product declarations - Core rules for the product 

category of construction products」を発行（10月30日）
 EN 15804:2012+A2:2019概要：

• CEN/TC 350 Sustainability of construction worksが策定
• フランス規格協会（AFNOR）が事務局を運営

• あらゆる建設製品及びサービスのタイプIII環境宣言のコア製品カテゴ
リルール（PCR）を提供

CEN & 

CENELEC

https://ww

w.cencene

lec.eu/Ne

ws/Brief N

ews/Pages

/TN-2019-

047.aspx
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欧州 5-E3 気候変動対
策にはより
良い製品が
必要

11月6日 ECOSは、European Environmental Bureau(EEB)及び
Cool productsと共同で、欧州委員会（EC）に対し、エコデザイン及び
エネルギーラベリングに関する意見書を提出（11月4日）

 背景：
• EUは、家庭用電気機器や電気設備等のエネルギー効率の改善の
ため、新規エコデザイン措置案（10規則の改訂/発効）を採択
（10月1日）

 文書概要：
• エコデザイン及びエネルギーラベリングに関し、3つの推奨事項を提示

• より厳しいエネルギー及び材料効率要件の設定
• 野心的な耐久性と修理可能性を設定することによる循環経済
アジェンダの進展

• 有害な内容物の段階的な廃止による、製品が健康及び環境に
与える影響の軽減

 （参考）Cool Products概要：
• エコデザインとエネルギーラベリングによる効率、気候変動の緩和、
汚染の削減を目指すNGOによるネットワーク

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/clim

ate-action-

needs-

better-

products-

climate-

action-

needs-

better-

products/

5-E4 専門家の
募集-持続
可能な建設
に関する
専門家

11月6日 ECOSは、持続可能な建設分野に関する標準化を推進するため、専門家
を募集（12月2日まで）

 専門家に期待される役割：
• CENを含む欧州レベルでの技術会議への参加及び

ECOSのポジションの向上への寄与
• コメントやポジションペーパー等を通じた技術的な意見の発信
• ECOSプログラムマネージャーへの連絡や報告
• ECOSメンバー組織や他専門家との情報交換

 今後の予定：
• 関心のある候補者はカバーレターを提出（～12月2日締切）

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/call-

for-

experts-

sustainabl

e-

constructio

n/
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資源
循環

欧州 5-E5 より持続可
能な欧州
へ：標準の
可能性

11月6日 CEN、CENELEC、ECOSは、市民団体による規格策定関与に関する
助言をまとめた“Societal Stakeholders Toolbox”を公開

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、“European Green Deal” を最優先事項の1つと
して位置づけ

• CENは気候変動対策への取組みを検討するため、Strategic 

Advisory Body for Environment (SABE) を、CENELECは
TC 111X Environment をそれぞれ設立

 Societal Stakeholders Toolbox概要；
• 市民社会による国内、欧州及び国際レベルでの標準策定プロセスへ
の関与方法について情報を共有

• 標準及び気候変動対策において標準が果たすべき役割に関するE
ラーニングを提供

EURACTV https://ww

w.euractiv.

com/sectio

n/energy-

environme

nt/opinion/t

owards-a-

more-

sustainabl

e-europe-

the-

potential-

of-

standards/

フィン
ランド

5-E6 持続可能な
開発に向け
た循環経済
の標準

11月6日 フィンランド国家標準化機関SFSは、ISO/TC 323 Circular economy
及び関連する国内における活動を紹介

 ISO/TC 323概要：
• 持続可能な開発の達成に向けた循環経済活動をサポートするための
ガイドライン、ツール及び要件を定義

• フィンランドにおいては、SFS / SR 329ミラーとして規格の策定活動を
主導
• 政府、研究機関、大学、企業等の18機関が参画

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/kier

totalouden

standard

eilla kohti

kestavaa

kehitysta.

5309 news
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欧州 5-E7 私たちはま
だマイクロプ
ラスチックに
苦しんでい
る…今すぐ
ラベルに
摩耗情報を
付け加えて
ください！

11月8日 ECOSは、タイヤから排出されるプラスチックに関し、タイヤラベルへの
摩耗情報の記載を盛り込む必要性を主張

 背景：
• 欧州議会、欧州理事会及び欧州委員会は、欧州タイヤラベルの改訂
に関する1回目の三部協議を実施（2019年3月）
• タイヤから排出されるマイクロプラスチックに関し、ラベルへの
タイヤ摩耗情報の記載を規定することを見送り

• 欧州議会、欧州理事会及び欧州委員会は、欧州タイヤラベルの改訂
に関する2回目の三部協議を実施（11月11週）

 ECOSの意見概要：
• ISOやASTMより発効済のタイヤ摩耗量の規定等を用い、ラベルへの
摩耗量情報の記載を盛り込むことを主張

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/were

-still-tyred-

of-

microplasti

cs-put-

abrasion-

on-the-

label-now/

5-E8 ECOS及び
環境グルー
プは、化学
物質汚染の
脅威への
取組みに関
する新しい
委員会の
関与を歓迎

11月8日 ECOS及び複数の環境NGOは、欧州のグリーンディールの一環として、
化学汚染、特に非毒性環境戦略の実施における大統領の関与を歓迎
する書簡を提出（10月8日）

 書簡概要：
• 次回欧州委員会における期待を明確化し、3つの取組みの優先順位
付けの必要性に言及
• EUを非毒性の循環経済と持続可能なイノベーションのグローバル
チャンピオンにする

• EUを有毒汚染に脆弱な人々の保護者として位置づける
• 化学物質汚染の早期警告に基づいて行動し、汚染者に支払いを
義務づける

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-

environme

ntal-

groups-

welcome-

new-

commissio

ns-

engageme

nt-on-

tackling-

the-threat-

of-

chemical-

pollution/
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アイル
ランド

5-E9 【アイル
ランド】政府、
2021年まで
に使い捨て
飲料容器に
課税すると
表明。使い
捨てプラ
削減で行動
変化促す

11月11日アイルランド通信・気候アクション・環境相は、使い捨て飲料容器に対する
課税を2021年までに導入することを表明（11月6日）

 課税制度概要：
• コーヒー容器毎に0.25ユーロ（約30円）を課す方向で調整
• 消費者に対し再利用可能なカップの持運びを促すことが目的

Sustainable 

Japan

https://sust

ainablejap

an.jp/2019

/11/11/irel

and-latte-

levy/43685

欧州 5-E10 EU廃棄物
政策を変革
する10の
優先事項

11月18日ECOSは、複数の環境NGOと共同でEU廃棄物政策を変革する10の
優先事項を発表

 優先事項概要：
1. 野心的で拘束力のある廃棄物の防止と再利用に関する目標の設定
2. 2030年までの必須生ごみ防止目標50％の設定
3. 全製品に対する包括的な循環設計要件の定義
4. 清潔で、安全で、非毒性の材料サイクルの確保
5. 省資源戦略のための効果的な経済的インセンティブの確立
6. Extended Producer Responsibility（EPR）スキーム内での廃棄物防
止の優先順位の設定

7. 再利用可能な包装の促進
8. 廃棄物のグローバル出荷の管理及び制限
9. ケミカルリサイクルの適切な法的枠組みの設定
10.焼却の段階的廃止

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/10-

priorities-

to-

transform-

eu-waste-

policy/

2083

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(5/8)

資源循環分野関連記事詳細（5/18）

資源循環テーマ別情報詳細

https://sustainablejapan.jp/2019/11/11/ireland-latte-levy/43685
https://ecostandard.org/news_events/10-priorities-to-transform-eu-waste-policy/
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欧州 5-E11 電子廃棄物
に関する不
都合な真実

11月19日ECOSは、WEEE（電気電子廃棄物）指令に関し、レポート"REVIEW OF 

THE CENELEC STANDARDS ON COLLECTION & TREATMENT 

OF WEEE"を発行（11月）
 レポート概要：

• 以下WEEE関連のEN規格の改訂を提言
• EN 50625-1: Collection, logistics & treatment requirements for 

WEEE - Part 1: General treatment requirements

• CLC/TS 50625-4:  Collection, logistics & treatment 

requirements for WEEE -- Part 4: Specification for the 

collection and logistics associated with WEEE

• EN 50614: Requirements for the preparing for re-use of waste 

electrical and electronic equipment

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/the-

inconvenie

nt-truth-

about-e-

waste/

5-E12 専門家の募
集–建設用
鋼の専門家

11月20日ECOSは、循環経済への移行に向け鉄鋼分野に関する標準化を推進
するため、専門家を募集

 専門家に期待される役割：
• CENを含む欧州レベルでの技術会議への参加及びECOSの
ポジションの向上への寄与

• コメントやポジションペーパー等を通じた技術的な意見の発信
• ECOSプログラムマネージャーへの連絡や報告
• ECOSメンバー組織や他専門家との情報交換

 今後の予定：
• 関心のある候補者はカバーレターを提出（～12月6日）

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/call-

for-

experts-

steel-for-

constructio

n/

2084

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(6/8)

資源循環分野関連記事詳細（6/18）

資源循環テーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/the-inconvenient-truth-about-e-waste/
https://ecostandard.org/news_events/call-for-experts-steel-for-construction/
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欧州 5-E13 CEWASTE
プロジェクト
の説明：新
しいインフォ
グラフィック
をご覧くださ
い

11月21日ECOSは、廃電気電子機器（WEEE）のcritical raw materials (CRMs)
に関する認証スキーム開発を促進するCEWASTEプロジェクトについて、
新たなインフォグラフィックを公開

 CEWASTEプロジェクト概要：
• CRMsリサイクルの効率と持続可能性を向上させる認証スキームの
開発を目的とした2年間のプロジェクト

• 廃棄物の収集、選別、処理の改善を通じたCRMsの回収率上昇を
志向

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/cew

aste-

project-

explained-

take-a-

look-at-

the-new-

infographic

/

5-E14 専門家の募
集-プラス
チックリサイ
クルに関す
る専門家

11月21日ECOSは、プラスチックリサイクル分野に関する標準化を推進するため、
専門家を募集

 専門家に期待される役割：
• CENやISO等の会議への参加及びECOSのポジションの向上への
寄与

• コメントやポジションペーパー等を通じた技術的な意見の発信
• ECOSプログラムマネージャーへの連絡や報告
• ECOSメンバー組織や他専門家との情報交換

 今後の予定：
• 関心のある候補者はカバーレターを提出（～12月20日）

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/call-

for-

experts-

plastics-

recycling/

5-E15 チェコ共和
国での知識
共有と戦略
構築

11月4日 ECOSは、エコデザインと標準化の重要性に関するワークショップを開催
（＠プラハ、チェコ）

 イベント概要：
• 環境NGOにおける標準化を推進するENgageプロジェクトの一環と
して実施

• チェコの他、今後ルーマニア、ブルガリア、マケドニア旧ユーゴスラ
ビア共和国、リトアニア、ラトビア、マルタにて開催予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/kno

wledge-

sharing-

and-

strategy-

building-in-

the-czech-

republic/

2085

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(7/8)

資源循環分野関連記事詳細（7/18）

資源循環テーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/cewaste-project-explained-take-a-look-at-the-new-infographic/
https://ecostandard.org/news_events/call-for-experts-plastics-recycling/
https://ecostandard.org/news_events/knowledge-sharing-and-strategy-building-in-the-czech-republic/
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欧州 5-E16 CENと
CENELEC
は、循環経
済のための
材料のバ
リューチェー
ンに関する
利害関係者
ワークショッ
プを開催

11月5日 CEN＆CENELECは、ワークショップ「Materials – Value chains for 

circular economy: metal, wood, plastic and concrete」を開催
（10月29日@ブリュッセル、ベルギー）

 イベント概要：
• 循環経済への移行において、標準化が果たす役割を検討

• 特に、プラスチック、木材、コンクリート、金属等のバリューチェーン
に焦点

• 政界、学会、産業界、標準化機関の関係者が参加

CEN/ 

CENELEC

https://ww

w.cencene

lec.eu/Ne

ws/Press_

Releases/

Pages/PR-

2019-

09.aspx

5-E17 ECOS及び
Ecocityは、
標準化と
循環経済に
関するワー
クショップを
12月10日に
ギリシャの
アテネで
開催！

11月13日ECOSは、ギリシャのメンバーEcocityと共同で標準化と循環経済に
関するワークショップを開催予定（12月10日@アテネ、ギリシャ）

 イベント概要：
• ギリシャの国家標準化機関ELOTの他、Ministry of Industry、

Ministry of Environment and Energy、Technical Chamber of 

Greece等が講演
• 標準化システムにおけるNGOの役割、政策における標準の役割、循
環経済をサポートする方法について議論

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-and-

ecocity-

organise-

a-

workshop-

on-

standardis

ation-and-

circular-

economy-

10-

december-

in-athens-

greece/

5-E18 2019年欧州
廃棄物削減
週間：参加
する4つの
方法

11月21日AFNORは、欧州廃棄物削減週間（SERD）（11月18～24日）に関連し、推
奨される行動を紹介

 推奨される行動：
• ISO14001 環境マネジメントシステム認証の取得
• SDGs 12「つくる責任、使う責任」に関するCSR活動開始
• 循環経済への移行
• エコデザインに関して思考する機会の確保

Association 

française de 

normalization 

(AFNOR)

https://ww

w.afnor.or

g/actualite

s/semaine-

europeenn

e-de-

reduction-

des-

dechets-4-

solutions/

2086

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(8/8)

資源循環分野関連記事詳細（8/18）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/Pages/PR-2019-09.aspx
https://ecostandard.org/news_events/ecos-and-ecocity-organise-a-workshop-on-standardisation-and-circular-economy-10-december-in-athens-greece/
https://www.afnor.org/actualites/semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets-4-solutions/
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米国 5-U1 ASTMイン
ターナショナ
ルの環境ア
セスメント委
員会が主要
な基準改定
のための
助言を要求

11月4日 ASTMインターナショナルのCommittee E50 on Environmental 

Assessment, Risk Management and Corrective Actionは、
環境アセスメントに係る2件の規格の改定に係る助言を関係団体に要求
 ASTMインターナショナルは、下記の2件の規格の改定を検討

• 環境ベースライン調査に係る基準（D6008）
• 連邦施設の閉鎖及び移転のための環境条件の分類に係る基準（D5746）
 改定の背景：

• 幅広く使われているASTMインターナショナルの環境アセスメント基準
（E1527）のベストプラクティスや概念を上記2件の規格に取込むため

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-

environme

ntal-

assessme

nt-

committee-

seeks-

help-

revising-

key-

standards

5-U2 GBCIは、サ
スティナビリ
ティ領域に
おける専門
性を認定す
るISPPの
資格を発表

11月21日Green Business Certification Inc.（GBCI）は、International Society 

of Sustainability Professionals（ISSP）により開発された
サステイナビリティ領域における専門性を認定する2資格を発表

 対象のサステナビリティ資格（2件）：
• ISSP Sustainability Associate（ISSP-SA）
• ISSP Certified Sustainability Professional（ISSP-CSP）

• 両資格は、業界を問わずサステイナビリティをコーポレートカル
チャーや実務に取込むための計画、実行、評価に関する知識を保
持しており、最新の問題、ツール、技法に対応していることを証明

Green 

Business 

Certification 

Inc. (GBCI)

https://ww

w.gbci.org/

green-

business-

certificatio

n-inc-rolls-

out-issp-

profession

al-

credentials

-

recognizin

g-

expertise-

field

5-U3 上院は、リ
サイクル率
向上を目指
すリサイク
ル法案を
提出

11月22日米国上院は、リサイクル率向上を目指し、超党派でリサイクルを推進する
法案を提出

 法案内容
• 家庭や消費者に対して地元のリサイクル制度を啓発するため、
自治体や非営利団体らに毎年1,500万ドルを支給

• リサイクル率の向上やリサイクル家庭での汚染を防ぐため、環境保護
庁（EPA）に模範となるリサイクルプログラムツールキット開発を指示

• 政府機関のリサイクル品の購入を促進するため、EPAに政府の調達
ガイドラインの高頻度の審査と改定を要求

Waste Today https://ww

w.wasteto

daymagazi

ne.com/arti

cle/senator

s-portman-

stabenow-

introduce-

bipartisan-

recycling-

act-

education/

2087

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向

資源循環分野関連記事詳細（9/18）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-environmental-assessment-committee-seeks-help-revising-key-standards
https://www.gbci.org/green-business-certification-inc-rolls-out-issp-professional-credentials-recognizing-expertise-field
https://www.wastetodaymagazine.com/article/senators-portman-stabenow-introduce-bipartisan-recycling-act-education/
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中国 5-C1 「乗用車用
シートとその
車両備品の
強度」など
14の国家規
格の改訂及
び策定計画

11月4日 国家標準化委員会（SAC）は、「乗用車用シートとその車両備品の強度」
など14の国家規格を改訂及び策定することを決定

 改訂・策定が決定された国家規格（関連規格のみ抜粋）：
• GB 13057- 2014：乗用車用シートとその車両備品の強度
• GB 11122-2006：ディーゼルエンジンオイル
• GB 18597- 2001：有害廃棄物貯蔵汚染管理基準
• GB 5085. 7- 2007：有害廃棄物の識別に関する一般規則

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/bzjss/tzg

g/201911/

P0201911

04538527

865998.pd

f

5-C2 2019年度
ISO / TC 

268秋の
ワーキング
グループ
会議を武漢
で開催

11月5日 ISO / TC268（コミュニティーにおける持続可能な開発）の秋のワーキング
グループ会議が開催（10月14日~18日＠武漢、中国）

 主催：
• 湖北省市場監督局、中国標準化研究員、咸寧市人民政府、武漢市
市場監督管理局が組織した委員会

 会議概要：
• 湖北省北部政府Guan Jun事務局次長、国家市場監督局

Xu Changxing標準技術部副部長、ISO / TC 268Etienne Cayo
事務局長がスピーチ

• Tang Wanji CNIS副所長が中国の生態環境と都市化の基準を紹介
し、Wang Fanfei咸宁市副市長が「緑の基準で都市を導く」をテーマに
咸宁市の経験を共有

• ISO / TC268 / SC1の市川芳明議長が、「知恵」をテーマに都市
インフラと持続可能な開発について基調講演

• ISO / TC268 / WG1のAololi Combine議長が、都市の持続可能な
開発管理システムの規格を紹介

 参加者：
• 中国、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、ロシア、アメリカ、日本、
韓国、ケニアなどSO / TC268メンバー、APEC、FIDIC（国際コンサル
ティングエンジニア連盟）、ICLEI（持続可能な都市と地域をめざす
自治体協議会）、UNEP（国連環境計画）など、国内外から100人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201911/t

20191105

48973.ht

ml

2088

【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(1/6)

資源循環分野関連記事詳細（10/18）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

再掲

http://www.samr.gov.cn/bzjss/tzgg/201911/P020191104538527865998.pdf
https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201911/t20191105_48973.html
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中国 5-C3 CATARCと
JARIが電気
自動車規格
に関する
意見交換を
天津で実施

11月11日中国自動車技術研究センター（CATARC）と日本自動車研究所（JARI）が
電気自動車規格に関する意見交換を実施（11月5〜6日、＠天津）

 討議概要：
• 燃料電池電気自動車のエネルギー消費測定方法、パワーバッテリー
の熱暴走トリガー方法（外部加熱、自己加熱、針など）及びISO 6469-

1 AMDの国際提案について意見交換を実施
• 燃料電池車、熱電池の熱拡散、電力電池のリサイクルの分野での
双方の協力を強化することで一致。また、二国間の長期的なコミュニ
ケーションメカニズムを確立し、標準と技術開発を定期的に交換する
ことを確認

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1549.ht

ml

5-C4 「持続可能
な水管理評
価要件」な
どの4つの
節水に関す
る国家規格
のレビュー
が完了

11月13日国家水保全標準化技術委員会（SAC / TC 442）が「持続可能な水管理
評価要件」などの4つの国家規格のレビューが完了
（11月11日＠北京、中国）

 協議内容：
• 「持続可能な水管理評価要件」、「鉄鋼業界の節水計算方法」、
「ホテルの節水管理規則」、「水域の節水管理規則」の4つの国家規格
のレビューを実施。
• 4つの規格は、規格としての要件を満たしていることを確認し、
修正案を提出

 参加者：
• 委員会メンバーや業界の専門家等約40人

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191113

49031.ht

ml
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(2/6)

資源循環分野関連記事詳細（11/18）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1549.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201911/t20191113_49031.html
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中国 5-C5 中国標準化
研究院が、
抗生物質の
環境リスク
評価及び
抗生物質
スラグの
無害な利用
に関する
規格の提案
会議を開催

11月14日中国標準化研究院（CNIS）が抗生物質の環境リスク評価及び抗生物質
スラグの無害な利用に関する規格策定のための会議を開催
（11月11日＠北京、中国）

 背景：
• 中国では、環境汚染の原因となる抗生物質スラグが毎年約1,000万
トン生成

 協議内容：
• Yili Chuanning Biotechnologyが規格提案グループを代表し、抗生
物質スラグの生産、環境リスク、無害性及び資源利用を紹介し、抗生
物質スラグの無害な利用に関する技術要件を提案

• 会議参加者は、抗生物質スラグに関する規格の確立の必要性を確認
し、環境リスクを制御する観点から規格の内容の枠組みや規格開発
の方向性について議論

 参加者：
• 生態環境省連帯管理センター、中国化学薬品工業会、中国環境科学
アカデミー、中国科学アカデミー、中国環境科学研究センター、中国
農業科学アカデミー、北京農林学院、清華大学、同済大学、新疆大学、
国家環境保護抗生物質無害化及び資源利用工学技術センターの
専門家

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191114

49033.ht

ml
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(3/6)

資源循環分野関連記事詳細（12/18）

資源循環テーマ別情報詳細
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中国 5-C6 中国、2020
年に再生
可能エネル
ギー補助金
を8億700万
ドルに削減

11月20日中国財政部は、再生可能エネルギーへの補助金を削減し、大規模太陽光
発電への資金提供を停止すると発表

 資金提供停止の背景：
• 製造コストの低下により、再生可能エネルギーの価格が石炭火力と
比較して同等かそれ以下になることが期待されるため

 今後の施策方針：
• 再生可能エネルギーへの補助金を2019年の81億元から2020年に

56.7億元（806.50百万ドル）まで削減
• 2020年の補助金は、全国の11の地域で、風力発電所、バイオマス
発電機、分散型太陽光発電事業者、および貧困緩和を目的とした
太陽光発電プロジェクトに割当て

• 2021年の初めには、新たな陸上風力発電プロジェクトへの補助金を
終了予定

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-china-

renewable

s-

subsidy/ch

ina-to-cut-

renewable

-power-

subsidy-to-

807-

million-in-

2020-

idUSKBN1

XU0X8
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(4/6)

資源循環分野関連記事詳細（13/18）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.reuters.com/article/us-china-renewables-subsidy/china-to-cut-renewable-power-subsidy-to-807-million-in-2020-idUSKBN1XU0X8
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中国 5-C7 廃車の解体
処理と廃プ
ラスチックの
リサイクル
など、37の
サーキュ
ラーエコノ
ミー規格の
パイロット
プロジェクト
の評価結果
に関する
国家標準化
委員会の
お知らせ

11月21日全国で37のサーキュラーエコノミー規格のパイロットプロジェクトの評価を
実施し、33のサーキュラーエコノミー規格が適格と判定
 「サーキュラーエコノミー規格のパイロットプロジェクトに関する指導的意見」、「全
国サーキュラーエコノミー規格パイロット評価および評価プログラム（トライアル）」
に基づき、標準化委員会と開発改革委員会は、天津市、山西省等14の省の市
場監督管理局に専門家グループを組織し、パイロットプロジェクトの評価を実施

 「廃車の解体処理と廃プラスチックのリサイクルのためのサーキュラーエコノミ―
規格のパイロット」など、37のパイロットプロジェクトを完了、うち33が適格であると
判定

中国国家
標準化管理
委員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201911/P0

20191121

36728894

4318 pdf
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(5/6)

資源循環分野関連記事詳細（14/18）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/201911/P020191121367288944318.pdf
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中国 5-C8 2019年第5
回グリーン
プロダクショ
ンと消費に
関する交流
会議が済南
で開催

11月8日 2019年第5回グリーンプロダクションと消費に関する交流会が開催
（11月6日＠済南市、中国）

 主催：
• 中国標準化研究院、山東工業技術研究所、中国エネルギー保存協会、
中国技術経済協会、中国サーキュラーエコノミ－協会、欧州委員会
共同研究センター

 会議概要：
• 「グリーンリーディング製品リスト及びグリーンパイオニアビジネスディ
レクトリ」、「2018-2019優秀なエネルギー管理事例リスト」を公開

• 「中国標準化協会高品質及びグリーン開発イノベーションR＆Dベー
ス」を発表

• Zhang Xiaogang元ISO会長、欧州委員会共同研究センター（JRC）
Paolo Bertoldi主任研究員、国際エネルギー機関（IEA）研究者Kevin 

Lane氏が、それぞれ国際標準化動向及び高品質開発、家電・照明
エネルギー効率の現状、クリーンエネルギーの変革とグリーン産業に
ついて講演

• 「標準によるより良い生活、グリーンの強化、美しい中国」をテーマに、
グリーンマニュファクチャリング、気候変動、品質改善、省エネ節水、
サーキュラーエコノミー、水素エネルギーの6つの分科会を開催

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191108

48983.ht

ml
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(6/6)

資源循環分野関連記事詳細（15/18）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201911/t20191108_48983.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

資源
循環

シンガ
ポール

5-A1 海運セク
ターのより
持続可能な
燃料への
移行をサ
ポートする
新たな規格

11月7日 シンガポール規格審議会は、新たなシンガポール規格SS648
「バンカーマスフローメータ（MFM）のための実践規範」を発行

 規格概要：
• 本分野の世界初規格であるSS 648は、2015年に開発されたテクニ
カルレファレンス（TR） 48と比較し、海洋燃料油と留出物の対象範囲
と用途を拡大

• MFMの燃料補給の運用面を強化し、国際海事機関（IMO）の規制を
満たすために2020年1月に低硫黄燃料油制度に移行するバンカー業
界のニーズの変化を支援

Enterprise 

Singapore

https://ww

w.enterpris

esg.gov.sg

/media-

centre/me

dia-

releases/2

019/nove

mber/new-

standard-

to-support-

maritime-

sectors-

shift-to-

more-

sustainabl

e-fuels

マレー
シア

5-A2 マレーシア
のプラス
チック製造
業者、リサ
イクル業者
は廃棄物
処理の強化
を要望

11月26日マレーシアプラスチック製造業者協会（MPMA）とマレーシアプラスチック
リサイクル協会（MPRA）が、廃棄物管理当局に廃棄物の適切な処分の
強化を要求

 背景：
• 廃棄物の不法投棄の増加及び不法投棄による危険な化学物質
発火の発生

 要求内容：
• 不法投棄の調査および規制当局、企業、家庭などの関係者の
協力による効果的な廃棄物管理システムの構築とそれに伴う適切な
措置や政策介入

malaymail https://ww

w.malaym

ail.com/ne

ws/malaysi

a/2019/11/

26/malaysi

an-plastic-

manufactu

res-

recyclers-

want-

stronger-

enforceme

nt-on-

waste/181

3555
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(1/2)

資源循環分野関連記事詳細（16/18）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.enterprisesg.gov.sg/media-centre/media-releases/2019/november/new-standard-to-support-maritime-sectors-shift-to-more-sustainable-fuels
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/11/26/malaysian-plastic-manufactures-recyclers-want-stronger-enforcement-on-waste/1813555
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ASE

AN

5-A3 ASEAN+3、
低炭素社会
へ初の
討論会

11月28日 「CEFIA（Cleaner Energy Future Initiative for ASEAN）」の
第１回官民フォーラムが開催（11月27日＠マニラ、フィリピン）

 フォーラム概要：
• フィリピンのAlfonso G. CUSIエネルギー大臣がスピーチにおいて、
フィリピンでは、政府機関や民間企業に省エネの取り組み制度化を求
めるエネルギー効率化・保全法が4月に成立し、施行細則も
公布されたことに言及。今後も日本やASEAN各国との連携を強化し
ていくことを強調

• 優先事業として検討中のプロジェクトや、新興国での温室効果ガス削
減分を日本の削減目標に充当できる「二国間クレジット制度（JCM）」
の案件を紹介。金融機関などと今後の方針について
パネルディスカッションを実施

 参加者：
• ASEAN+3各国の官公庁、民間企業の代表者

NNA https://ww

w.nna.jp/n

ews/show/

1978977
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(2/2)

資源循環分野関連記事詳細（17/18）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.nna.jp/news/show/1978977
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国際 5-O1 新しいISO
規格を使用
した環境価
値の計算

11月14日 ISOは、組織の環境への取り組みに関する「ISO 14007:2019 

Environmental management — Guidelines for determining 

environmental costs and benefits」を発行
 ISO 14007:2019概要：

• ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systemsが策定
• 組織の環境に関連するコストと利点の決定に関するガイドラインを
提供

• ISO 14008:2019 Monetary valuation of environmental impacts 

and related environmental aspects（2019年3月発行済）を補完

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref245

6 html

5-O2 COP25
および関連
イベント

11月26日国連の気候変動会議COP25が開催予定
（12月2～13日@マドリード、スペイン）
 Clean Energy Ministerial (CEM) メンバーによる関連イベントリストを公開

Energy 

Management 

Working 

Group
（EMWG）

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

cop25-

and-

associated

-events

5-O3 今後：
CCUSウェ
ビナー-
ノルウェー
でのCCUS
開発-

11月14日

11月12日EMWGは、CCUSのウェビナー「最終投資決定へのアプローチ：
ノルウェーでのCCUS開発」を開催予定（11月14日）

 ウェビナー概要：
• ノルウェーにおけるCarbon dioxide Capture and Storage（CCS）の
取組みの現状及び今後の計画を紹介

Energy 

Management 

Working 

Group
（EMWG）

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

upcoming-

ccus-

webinar-

ccus-

developme

nts-

norway-

14-

november
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【情報収集結果】その他地域、機関における資源循環分野の標準化動向

資源循環分野関連記事詳細（18/18）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.iso.org/news/ref2456.html
http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/cop25-and-associated-events
http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/upcoming-ccus-webinar-ccus-developments-norway-14-november
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メント

ドイツ 6-E1 グローバル
なリーダー
シップの確
保：科学、産
業、市民社
会の代表者
が国家水素
戦略のアイ
デアを議論

11月5日 ドイツ連邦政府は、2019年末までに行動計画を含む国家水素戦略を策定
予定であることを発表
 連邦経済エネルギー省（BMWi）含む複数省庁の代表者が、気候変動対策に
おけるエネルギー移行時の水素の役割を検討中

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0191105-

globale-

fuehrungsr

olle-

sichern ht

ml

6-E2 Altmaier：
「連邦政府
は港の海岸
電力の境界
条件を
改善」

11月6日 ドイツ連邦内閣は、連邦経済エネルギー省（BMWi）が提出した「規制法
における規制の編集的適合及び陸上電力供給のためのグリッド料金に
関する条例」を可決

 条例概要：
• 将来的には、電力ネットワーク事業者はネットワーク料金の設定時に
陸上電力供給の特性を考慮することが可能
• 港湾での陸上電力の使用を促進

Federal 

Ministry For 

Economic 

Affairs and 

Energy 

(BMWi)

https://ww

w.bmwi.de

/Redaktion

/DE/Press

emitteilung

en/2019/2

0191106-

bundesreg

ierung-

verbessert

-

rahmenbe

dingungen

-fuer-

landstrom

bezug-in-

seehaefen

.html
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（1/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20191105-globale-fuehrungsrolle-sichern.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20191106-bundesregierung-verbessert-rahmenbedingungen-fuer-landstrombezug-in-seehaefen.html
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エネル
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マネジ
メント

欧州 6-E3 2020年の欧
州標準化の
ための年次
連合作業
プログラム
が公開！

11月4日 欧州委員会（EC)は、2020年の欧州標準化のための年次連合作業
プログラムを公開

 文書概要：
• 2020年の欧州における標準化作業の優先順位を提供
• 環境問題に関する複数分野の標準化作業への注力の必要性を強調
（以下、例）
• 電気モーター、給湯器、洗濯機、家庭用洗濯乾燥機等の機器の
エネルギー性能を測定するエコデザイン

• プラスチック製漁具のリサイクルと再利用
• 肥料
• REACH規則の下で、消費者の物品に使用されるゴムおよびプラ
スチック材料中の制限物質（多環芳香族炭化水素）の移動制限の
開発

• 鉄鋼業界のクリーンな循環経済への移行を促進する標準の開発

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/annu

al-union-

work-

programm

e-for-

european-

standardis

ation-for-

2020-is-

out/

ドイツ 6-E4 持続可能な
世界のため
のバッテ
リー

11月5日 DKEは、IEC/TC 21 Secondary cells and batteriesに関連する標準化
作業内容を紹介

 IEC/TC21概要：
• 二次電池及びバッテリーの製品（寸法と性能）、安全性（マーキングと
ラベリングを含む）、テスト及び安全なアプリケーション（設置、メンテナ
ンス、操作）等に関する規格の策定を目的に、1933年に設立
• ドイツのミラー組織は、DKE / K 371 Akkumulatoren

• 当TCにおける直近の活動として、IEC 62660-2:2018 Secondary 

lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles

- Part 2: Reliability and abuse testingを発行（2018年）

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/akkus-

fuer-eine-

nachhaltig

e-welt
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（2/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://ecostandard.org/news_events/annual-union-work-programme-for-european-standardisation-for-2020-is-out/
https://www.dke.de/de/news/2019/akkus-fuer-eine-nachhaltige-welt
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欧州 6-E5 気候変動
対策には
より良い
製品が必要

11月6日 ECOSは、European Environmental Bureau(EEB)及び
Cool productsと共同で、欧州委員会（EC）に対し、エコデザイン及び
エネルギーラベリングに関する意見書を提出（11月4日）

 背景：
• EUは、家庭用電気機器や電気設備等のエネルギー効率の改善の
ため、新規エコデザイン措置案（10規則の改訂/発効）を採択
（10月1日）

 文書概要：
• エコデザイン及びエネルギーラベリングに関し、3つの推奨事項を提示

• より厳しいエネルギー及び材料効率要件の設定
• 野心的な耐久性と修理可能性を設定することによる循環経済
アジェンダの進展

• 有害な内容物の段階的な廃止による、製品が健康及び環境に
与える影響の軽減

 （参考）Cool Products概要：
• エコデザインとエネルギーラベリングによる効率、気候変動の緩和、
汚染の削減を目指すNGOによるネットワーク

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/clim

ate-action-

needs-

better-

products-

climate-

action-

needs-

better-

products/

6-E6 専門家の
募集-持続
可能な建設
に関する
専門家

11月6日 ECOSは、持続可能な建設分野に関する標準化を推進するため、専門家
を募集（12月2日まで）

 専門家に期待される役割：
• CENを含む欧州レベルでの技術会議への参加及び

ECOSのポジションの向上への寄与
• コメントやポジションペーパー等を通じた技術的な意見の発信
• ECOSプログラムマネージャーへの連絡や報告
• ECOSメンバー組織や他専門家との情報交換

 今後の予定：
• 関心のある候補者はカバーレターを提出（～12月2日締切）

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/call-

for-

experts-

sustainabl

e-

constructio

n/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（3/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://ecostandard.org/news_events/climate-action-needs-better-products-climate-action-needs-better-products/
https://ecostandard.org/news_events/call-for-experts-sustainable-construction/
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欧州 6-E7 より持続可
能な欧州
へ：標準の
可能性

11月6日 CEN、CENELEC、ECOSは、市民団体による規格策定関与に関する
助言をまとめた“Societal Stakeholders Toolbox”を公開

 背景：
• 欧州委員会（EC）は、“European Green Deal” を最優先事項の1つと
して位置づけ

• CENは気候変動対策への取組みを検討するため、Strategic 

Advisory Body for Environment (SABE) を、CENELECは
TC 111X Environment をそれぞれ設立

 Societal Stakeholders Toolbox概要；
• 市民社会による国内、欧州及び国際レベルでの標準策定プロセスへ
の関与方法について情報を共有

• 標準及び気候変動対策において標準が果たすべき役割に関するE
ラーニングを提供

EURACTV https://ww

w.euractiv.

com/sectio

n/energy-

environme

nt/opinion/t

owards-a-

more-

sustainabl

e-europe-

the-

potential-

of-

standards/

6-E8 EU銀行が
新しい気候
戦略とエネ
ルギー融資
ポリシーを
開始

11月18日欧州投資銀行（EIB）の理事会は、新しいエネルギー融資ポリシーに合意
 新融資ポリシー概要：

• 欧州のエネルギー産業に関するEIBの関与について、5つの原則を
規定
• 2030年までにEU全体で32％の再生可能エネルギーのシェアを達
成することを目指し、低炭素またはゼロカーボン技術のサポートを
強化、脱炭素化を加速

• 分散型エネルギー生産、革新的なエネルギー貯蔵、e-モビリティ
分野の投資増加

• 風力や太陽光等の新エネルギー源に不可欠なグリッド投資の確保
及び国境を越えた相互接続の強化

• EU以外のエネルギー変革をサポートするための投資インパクトの
増加

Energy 

Industry 

Review

https://ene

rgyindustry

review co

m/environ

ment/eu-

bank-

launches-

new-

climate-

strategy-

and-

energy-

lending-

policy/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（4/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/towards-a-more-sustainable-europe-the-potential-of-standards/
https://energyindustryreview.com/environment/eu-bank-launches-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy/
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欧州 6-E9 専門家の募
集–蛇口と
シャワーの
専門家

11月20日ECOSは、欧州エコデザイン規制の発効に伴い、関連製品の標準化推進
のため、蛇口とシャワーの専門家を募集

 専門家に期待される役割：
• CEN/CENELEC、ISO、IECを含む規制及び技術会議への参加及び

ECOSのポジションの向上への寄与
• コメントやポジションペーパー等を通じた技術的な意見の発信
• ECOSプログラムマネージャーへの連絡や報告
• ECOSメンバー組織や他専門家との情報交換

 今後の予定：
• 関心のある候補者はカバーレターを提出（～11月27日）

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/ecos

-is-looking-

for-

experts-3/

スウェ
ーデン

6-E10 環境に関す
る仕事を
新しい国際
規格に切り
替え

11月25日スウェーデン標準化機関SISは、ISOにおける環境マネジメントシステム規格
「ISO 14007:2019 Environmental management — Guidelines for 

determining environmental costs and benefits」を紹介
 ISO 14007:2019概要：

• 組織に対し、環境のコストと利点の評価に関するガイドラインを提供
• SISは、スウェーデンの国内規格としてSS-ISO 14007:2019 

Miljöledning – Vägledning för bestämning av miljörelaterade 

kostnader och vinsterを発行

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/pres

smeddelan

den/vaxla-

upp-

miljoarbete

t-med-ny-

global-

standard/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（5/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://ecostandard.org/news_events/ecos-is-looking-for-experts-3/
https://www.sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/vaxla-upp-miljoarbetet-med-ny-global-standard/
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欧州 6-E11 チェコ共和
国での知識
共有と戦略
構築

11月4日 ECOSは、エコデザインと標準化の重要性に関するワークショップを開催
（＠プラハ、チェコ）

 イベント概要：
• 環境NGOにおける標準化を推進するENgageプロジェクトの一環と
して実施

• チェコの他、今後ルーマニア、ブルガリア、マケドニア旧ユーゴスラ
ビア共和国、リトアニア、ラトビア、マルタにて開催予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https://eco

standard o

rg/news e

vents/kno

wledge-

sharing-

and-

strategy-

building-in-

the-czech-

republic/

6-E12 CEN-

CENELEC 

SECTOR 

FORUM 

ENERGY 

MANAGEM

ENT
（SFEM）は、
エネルギー
部門のブ
ロックチェー
ンに関する
1日セミナー
を実施：
2019年10
月24日の
課題と機会

11月21日CEN-CENELEC Sector Forum Energy Management（SFEM）は、
エネルギーマネジメントにおけるブロックチェーン技術の活用に関する
セミナーを開催（10月24日）

 イベント概要：
• エネルギーマネジメントにおいて、ブロックチェーンベースの分散型
台帳技術（DLT）活用における課題と機会を共有し、各国で実行され
ているパイロットアプリケーションを紹介

• DLTの活用により、電力需給データのリアルタイム調整、エネルギー
グリッド上のエネルギー貯蔵容量の適切な管理、eモビリティの
サポート等を実現可能

• ブロックチェーン及びDLTを適用するための均一な分野横断的な
フレームワーク整備に向けた規制及び標準整備の重要性を確認

 参加者：
• 欧州委員会（EC）、CEN-CENELEC、International Partnership for 

Energy Efficiency Cooperation（IPEEC）、各国閣僚、金融業界、
学界、民間企業より代表者が参加

 今後の予定：
• SFEMは、利害関係者のニーズを考慮した上でエネルギーマネジメン
トにおけるDLTに関して、標準化戦略を策定予定

CEN & 

CENELEC

https://ww

w.cencene

lec.eu/new

s/press rel

eases/Pag

es/PR-

2019-

10.aspx
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エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://ecostandard.org/news_events/knowledge-sharing-and-strategy-building-in-the-czech-republic/
https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2019-10.aspx
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米国 6-U1 世界のエネ
ルギー効率
改善の停滞
を受け、州
やNGOは
電球の規格
変更に関し
エネルギー
省を提訴

11月6日 米国の16州の司法長官、ニューヨーク市及び環境団体は、現行の厳格な
電球のエネルギー効率規格の取り下げがCO2排出及び大気汚染の削減
を危うくするとして、エネルギー省を提訴
 国際エネルギー機関（IEA）が発行した年間報告書によると、世界のエネルギー
効率の改善状況が停滞

 米国の16の州の司法長官、ニューヨーク市及び環境団体は、オバマ政権時に
導入された厳格な電球のエネルギー効率規格の取り下げがCO2排出と大気
汚染の削減を危うくすることを懸念

UtilityDive https://ww

w.utilitydiv

e com/new

s/states-

ngos-sue-

doe-for-

reversing-

lightbulb-

standards-

as-global-

energy-

eff/566701

/

6-U2

再

GBCIは、サ
スティナビリ
ティ領域に
おける専門
性を認定す
るISPPの資
格を発表

11月21日Green Business Certification Inc.（GBCI）は、International Society 

of Sustainability Professionals（ISSP）により開発された
サステイナビリティ領域における専門性を認定する2資格を発表

 対象のサステナビリティ資格（2件）：
• ISSP Sustainability Associate（ISSP-SA）
• ISSP Certified Sustainability Professional（ISSP-CSP）

• 両資格は、業界を問わずサステイナビリティをコーポレートカル
チャーや実務に取込むための計画、実行、評価に関する知識を保
持しており、最新の問題、ツール、技法に対応していることを証明

Green 

Business 

Certification 

Inc. (GBCI)

https://ww

w.gbci.org/

green-

business-

certificatio

n-inc-rolls-

out-issp-

profession

al-

credentials

-

recognizin

g-

expertise-

field
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【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/3)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（7/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.utilitydive.com/news/states-ngos-sue-doe-for-reversing-lightbulb-standards-as-global-energy-eff/566701/
https://www.gbci.org/green-business-certification-inc-rolls-out-issp-professional-credentials-recognizing-expertise-field
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米国 6-U3 米国議会の
ユーダル氏
とウェルチ
氏は、再生
可能燃料基
準（RFS）の
改正と先進
的なバイオ
燃料の推進
のための
法案を提出

11月24日米国の上下院議員が、再生可能燃料基準（RFS）の改正及び先進的な
バイオ燃料導入推進のための法案を提出
 提案された法案は、再生可能燃料基準（RFS）環境影響の大きいトウモロコシ由
来のバイオ燃料に関する規則を改定し、温室効果ガスの排出量の少ない次世代
のバイオ燃料を推進することを企図

Biofuel Digest https://ww

w.biofuels

digest.com

/bdigest/20

19/11/24/u

dall-welch-

introduce-

legislation-

to-reform-

rfs-and-

boost-

mandate-

for-

advanced-

biofuels/

6-U4 FDAは、安
全配慮のた
めに改良を
予定する
電子タバコ
の製造業者
に対し適合
審査のポリ
シーを説明

11月25日米国食品医薬品局（FDA）は、関連規格・法令への適応のために販売済
製品への改良を施すことに対し、市販前承認の規則を適応する意図がな
いことを表明

 背景：
• FDAは、関連団体と協力し電子タバコのバッテリーの破損の危険性を
低める業界規格UL 8139を策定

• 米国議会は、液体ニコチン容器を子供が開けられない形状にすること
を求めるChild Nicotine Poisoning Prevention Act of 2015
（CNPPA）を制定

 FDA発表内容：
• FDAは2018年8月時点で販売されていた製品に対し、製造業者が
上記の規格・法令に適合するための改良を施すことに対して、市販前
承認の規則を適応する意図がないことを表明

US Food and 

Drug 

Administration 

(FDA)

https://ww

w.fda.gov/

news-

events/fda-

brief/fda-

brief-fda-

explains-

policy-

manufactu

rers-

battery-

operated-

tobacco-

products-

and-e-

liquids-

who-are
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（8/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細
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https://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2019/11/24/udall-welch-introduce-legislation-to-reform-rfs-and-boost-mandate-for-advanced-biofuels/
https://www.fda.gov/news-events/fda-brief/fda-brief-fda-explains-policy-manufacturers-battery-operated-tobacco-products-and-e-liquids-who-are
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米国 6-U5 エネルギー
貯蔵：最近
の動向は？

11月27日全米防火協会（NFPA）は、据置型エネルギー貯蔵システム導入に関する
規格NFPA 855を策定
 NFPAは、2019年9月に据置型エネルギー貯蔵システム導入に関する規格を
策定したことを紹介

 規格概要：
• 名称：NFPA 855 Standard for the Installation of Stationary Energy 

Storage Systems

• 規格における規定内容（抜粋）
• 一つの装置に貯蔵できるエネルギーの量（kWh）
• 通路からの距離など設置場所の基準

AEP Energy https://ww

w.aepener

gy com/20

19/11/27/e

nergy-

storage-

whats-the-

latest-

update/
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中国 6-C1 2019年に
Saixi認証は
雲南省で
企業の省エ
ネ診断サー
ビスを積極
的に推進

11月6日 Saixi認証省エネ診断作業部会が企業に対してオンサイトでの省エネ
診断を実施（10月17日~11月8日＠雲南省、中国）

 目的：
• 「産業グリーン開発のための第13次5カ年計画」に従い工業情報化部
が2019年に策定した「産業省エネ診断」の推進

 対象業界：
• 電気、電子、軽工業、食品加工など

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5743

.html

6-C2 2019年度
ISO / TC 

268秋の
ワーキング
グループ
会議を武漢
で開催

11月5日 ISO / TC268（コミュニティーにおける持続可能な開発）の秋のワーキング
グループ会議が開催（10月14日~18日＠武漢、中国）

 主催：
• 湖北省市場監督局、中国標準化研究員、咸寧市人民政府、武漢市
市場監督管理局が組織した委員会

 会議概要：
• 湖北省北部政府Guan Jun事務局次長、国家市場監督局

Xu Changxing標準技術部副部長、ISO / TC 268Etienne Cayo
事務局長がスピーチ

• Tang Wanji CNIS副所長が中国の生態環境と都市化の基準を紹介
し、Wang Fanfei咸宁市副市長が「緑の基準で都市を導く」をテーマに
咸宁市の経験を共有

• ISO / TC268 / SC1の市川芳明議長が、「知恵」をテーマに都市
インフラと持続可能な開発について基調講演

• ISO / TC268 / WG1のAololi Combine議長が、都市の持続可能な
開発管理システムの規格を紹介

 参加者：
• 中国、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、ロシア、アメリカ、日本、
韓国、ケニアなどSO / TC268メンバー、APEC、FIDIC（国際コンサル
ティングエンジニア連盟）、ICLEI（持続可能な都市と地域をめざす
自治体協議会）、UNEP（国連環境計画）など、国内外から100人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201911/t

20191105

48973.ht

ml
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中国 6-C3 CATARCと
JARIが電気
自動車規格
に関する
意見交換を
天津で実施

11月11日中国自動車技術研究センター（CATARC）と日本自動車研究所（JARI）が
電気自動車規格に関する意見交換を実施（11月5〜6日、＠天津）

 討議概要：
• 燃料電池電気自動車のエネルギー消費測定方法、パワーバッテリー
の熱暴走トリガー方法（外部加熱、自己加熱、針など）及びISO 6469-

1 AMDの国際提案について意見交換を実施
• 燃料電池車、熱電池の熱拡散、電力電池のリサイクルの分野での
双方の協力を強化することで一致。また、二国間の長期的なコミュニ
ケーションメカニズムを確立し、標準と技術開発を定期的に交換する
ことを確認

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http://www.

catarc org.

cn/work/de

tail/1549.ht

ml

6-C4 データセン
ター液体冷
却技術関連
規格会議が
広州で開催

11月11日データセンター液体冷却技術関連規格策定会議が開催（＠広州、中国）
 規格策定の目的：

• グリーンデータセンターに関する規格を改善し、グリーンデータ
センターの建設を促進

 協議内容：
• 5つの団体規格について議論（修正後、早期段階でのリリースを予定）

• 「単相浸漬直接液冷データセンター設計仕様」
• 「スプレー直接液冷データセンター設計仕様」
• 「非水冷板式間接液冷機室設計仕様」
• 「温水冷板式間接液冷データセンター設計仕様」
• 「データセンターの温水冷却プレート間接液体冷却装置の一般的
な技術要件」

 参加者：
• 中国モバイルコミュニケーショングループ、中国ユナイテッド
ネットワークコミュニケーショングループ、中国テレコムグループ、
その他のネットワーク事業者、関連研究機関、データセンター、
機器技術サプライヤー

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7516044

/content ht

ml
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中国 6-C5 団体規格
「博物館の
エネルギー
管理システ
ム構築及び
実装の総合
ガイド」の
レビューが
完了

11月12日中国国立博物館が主導して起草した団体規格「博物館エネルギー管理
システム構築及び実装の総合ガイド」のレビューが完了

 ガイドの目的：
• 博物館におけるエネルギー管理システムの確立と実装のための
体系的な経路と方法の提供

 協議内容：
• 草案作成グループの代表が、標準の背景、基本情報、フレームワーク、
及び主要な技術内容を報告し、レビューチームが内容について議論
• 標準の内容について全会一致でレビューが完了

 参加者：
• 中国標準化研究員、中国ブランド構築推進協会、中国分類協会品質
認証会社、中国国家認証センター、北京国建連勝認証センター、
山東省エネルギー協会

中国標準化研
究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191112

49024.ht

ml

6-C6 電気圧力鍋
エネルギー
効率技術規
格策定会議
を常州で
開催

11月12日国家エネルギー財団と管理標準化技術委員会が、電気圧力鍋
エネルギー効率技術規格策定会議を開催（＠常州、中国）

 協議内容：
• 試験チームが実施した電気圧力鍋の調理プロセスの2か月サイクル
の比較試験の結果を分析・議論し、分析結果に応じて対応する技術
内容を規格のレビューへ向けて修正

 参加者：
• 関連する科学研究機関、試験機関、企業の代表者

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191112

49025.ht

ml
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中国 6-C7 国家水素
エネルギー
標準化技術
委員会2019
年次総会が
開催

11月12日国家水素エネルギー標準化技術委員会（SAC / TC309）2019年次総会
及び国家規格審査会が開催（11月7~8日＠済南、中国）

 協議内容：
• Ma Lincon委員長が、水素エネルギー技術標準システムの構築、
標準開発、開発計画とロードマップ、低炭素及び低コストの水素製造
技術における委員会の成果を報告
• 事務局は、2019年の作業進捗と2020年の作業計画を説明
• 参画メンバーが水素エネルギー標準化の方向性について議論
• オブザーバーメンバーが水素エネルギー標準化、水素燃料補給所、
液体水素、水素の安全性などのホットトピックについて報告

• 委員会において、「自動車燃料用水素」「液体水素製造システムの
技術仕様」、「液体水素貯蔵及び輸送安全技術要件」、及び「積分
球法による懸濁の液体－固体光触媒水素製造の測定」4つの国家
規格のレビューを完了

 今後の予定：
• 規格を修正後、早急に国家標準管理委員会を通じて発行予定

 参加者：
• 委員会メンバー及びオブザーバー約120人

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191112

49030.ht

ml

6-C8 中国電子技
術標準化研
究院と中国
都市ガス協
会は、規格
適合性試験
協力協定を
締結

11月18日中国電子技術標準化研究院（CESI）と中国都市ガス協会は規格の
適合性試験協力協定を締結（11月14日）

 協定締結の目的：
• スマートガスメーター規格の開発と試験を促進し、ガス産業の健全な
発展を促進

 締結式概要：
• 締結式において、両者はそれぞれ、電子情報分野の基準と試験作業
の開発、ガス産業の発展とスマートガスメーターの適用について紹介
し、ガス産業市場の状況、スマートガスメーターの規格、および試験
要件について意見交換を実施

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5809

.html
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中国 6-C9 中国電子技
術標準化研
究院は、中
国太陽光発
電産業協会
標準化技術
委員会2019
年次ワーキ
ング会議を
サポート

11月19日中国電子技術標準化研究院（CESI）が事務局を務める中国太陽光発電
産業協会標準化技術委員会2019年次ワーキング会議が開催
（11月15日＠北京、中国）

 協議内容：
• 事務局が、委員会の2019年の年次活動報告書と2020年の活動計画
について報告
• 次のステップとして協会の標準化作業は、国際規格、国内規格、
および業界規格の結合、規格と適用の結合、規格とグリーン開発
ポリシーの結合の3つの結合に焦点を当てていくことについて説明

• 公開された規格のレビューや新たな規格を検討
• 「両面発電太陽光発電モジュールの電気的パラメータの試験方法
パート1：両面同期照明法」およびその他4つの規格レビューが
完了

• 7つの新たな規格のドラフトが提出
 参加者：

• 委員会メンバー、オブザーバー、新プロジェクト提案グループなど
120人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5816

.html
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中国 6-C10 Saixi認証は、
2019年に
企業の省エ
ネ診断サー
ビスを積極
的に推進

11月26日Beijing Saixi Certification社は、企業に対して産業エネルギー診断
サービス・認証を提供

 背景：
• 中国工業情報化部は、「産業エネルギー診断」サービスアクションプラ
ンを策定（2019年）

• 診断はエネルギー利用、エネルギー効率、エネルギー管理の3つの
側面で実施

 Beijing Saixi Certification概要：
• エネルギー管理システム、エネルギー監査及びグリーン製造の専門
機関として、エネルギーマネジメントに関する下記国内規格の策定に
関与
• RB/T 101-2013 Energy management systems—Requirements 

for certification on electronics and information enterprises

• GB / T 36132-2018 General principles for assessment of 

green factory

 診断サービス概要：
• 雲南省、貴州省、四川省、湖南省、福建省、広東省、北京、
内モンゴル自治区に省エネ診断WGを設置

• エネルギー関連企業に対して診断サービスを提供し、改善案を提示

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5839

.html
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中国 6-C11 2019年第5
回グリーン
プロダクショ
ンと消費に
関する交流
会議が済南
で開催

11月8日 2019年第5回グリーンプロダクションと消費に関する交流会が開催
（11月6日＠済南市、中国）

 主催：
• 中国標準化研究院、山東工業技術研究所、中国エネルギー保存協会、
中国技術経済協会、中国サーキュラーエコノミ－協会、欧州委員会
共同研究センター

 会議概要：
• 「グリーンリーディング製品リスト及びグリーンパイオニアビジネスディ
レクトリ」、「2018-2019優秀なエネルギー管理事例リスト」を公開

• 「中国標準化協会高品質及びグリーン開発イノベーションR＆Dベー
ス」を発表

• Zhang Xiaogang元ISO会長、欧州委員会共同研究センター（JRC）
Paolo Bertoldi主任研究員、国際エネルギー機関（IEA）研究者Kevin 

Lane氏が、それぞれ国際標準化動向及び高品質開発、家電・照明
エネルギー効率の現状、クリーンエネルギーの変革とグリーン産業に
ついて講演

• 「標準によるより良い生活、グリーンの強化、美しい中国」をテーマに、
グリーンマニュファクチャリング、気候変動、品質改善、省エネ節水、
サーキュラーエコノミー、水素エネルギーの6つの分科会を開催

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191108

48983.ht

ml
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中国 6-C12 第10回家電
と照明エネ
ルギー効率
に関する
国際会議
（EEDAL'19
）が開催

11月12日中国標準化研究院（CNIS）と欧州委員会共同研究センターが主催する
第10回家電と照明エネルギー効率に関する国際会議（EEDAL'19）が
開催（11月6日~8日＠中国）

 会議概要：
• エネルギー効率に関する方針とシステム、資金調達とサービス、市場
規制、需要者の対応、電気エネルギー効率、照明エネルギー効率、
情報交換技術、データと動作、再生可能エネルギーと分散エネルギー
等、多様なトピックについて議論

• オンラインでのエネルギー効率表示とグリーン製品表示に関する会議
も開催され、国際的なエネルギー製品のオンライン表示の進捗やグ
リーン製品表示の管理と市場への適用についても議論

 参加者：
• 米国、EU、日本、オーストラリア、ブラジル、インド、トルコ、南アフリカ、
ケニア、国際エネルギー機関（IEA）、国際連合環境プログラム（UNA）、
国際連合開発プログラム（UNDP）、アプライアンス規格識別協力機構
（CLASP）等20以上の国と国際機関から約50名

 EEDAL概要：
• 家電と照明のエネルギー効率に関する国際会議は、生産者、消費者、
政府機関、電力会社、国際機関、学術機関、研究機関の代表者間の
技術交流を促進し、省エネを共有するために、1997年から2年ごとに
開催

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/gjbzh/gjd

t/201911/t

20191112

49026.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(8/9)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（17/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201911/t20191112_49026.html
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中国 6-C13 北京で開催
された国家
省エネ標準
化実証プロ
ジェクトの
評価及び評
価スキーム
のセミナー
と交流会

11月28日CNISは、国家省エネルギー標準化実証プロジェクトの評価と
評価スキームに関するセミナーを開催（@北京、中国）

 背景：
• 前国家品質監督検査検疫総局を含む12の関係部門が、国家省
エネルギー標準化実証プロジェクトの作業計画を発行（2017年）

• 国家標準化委員会（SAC）は、統合管理、企業のエネルギー使用、
公共機関の省エネルギー、省エネルギーサービスの4分野に係る55
のプロジェクトを承認

 イベント概要：
• 関連する専門家約30人が参画
• 国家省エネルギー標準化実証プロジェクトの評価及び評価計画の
主要な枠組み、具体的な手順、評価方法、詳細規則について議論

中国標準化
研究院（CNIS）

https://ww

w.cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201911/t

20191128

49063.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(9/9)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（18/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201911/t20191128_49063.html
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インド
ネシア

6-A1 不確実性を
取り除くた
め、政府は
再生可能
エネルギー
に関する
政策を修正

11月11日インドネシアでは、再生可能エネルギー探査と生産分野における投資
環境を改善するため、来年初頭に再生可能エネルギーに関する大統領
規則を発行予定

 背景：
• 投資家は、投資の大きな阻害要因として、再生可能エネルギー源から
生成された電力の固定価格買取制度に対するインドネシアの規制の
突然の変更（フリップフロップ）を批判

 インドネシア商工会議所（Kadin）Fauzi Imron地熱部門長は、規則のドラフトに
係る議論に参加し、「新たな規制の注目点は再生可能エネルギーの価格設定
ルールの修正である」と発言

• 但し、規格の詳細は非公開

The Jakarta 

Post

https://ww

w.thejakart

apost.com/

news/2019

/11/11/govt

-mend-

policy-

renewable

-energy-

remove-

uncertainty

.html

ベト
ナム

6-A2 ベトナムが
スマートグ
リッド投資を
誘致するメ
カニズムを
作成

11月22日ベトナム電力規制局（ERAV）とドイツ国際協力公社（GIZ）開催のワーク
ショップにおいて、ベトナムの電力当局者、企業、国際専門家がベトナム
のスマートグリッド及び電力システム開発するための適切な法的メカニズ
ムについて議論（11月21日＠ハノイ、ベトナム）

 ワークショップの目的：
• ベトナムのインテリジェントパワーグリッドの開発に関するアイデアを
収集

 ワークショップの内容：
• 参加した国際コンサルタントが、再生可能エネルギー発電所を誘致
するための魅力的な規制と金融メカニズムを構築することを推奨

• 参加者が、需要対応プログラム（DR）を実施するための資金メカニズ
ムと、仮想発電所（VPP）を実現するための魅力的な資金規制とメカニ
ズムを提案

VietNam 

News

https://viet

namnews.

vn/econom

y/548826/v

iet-nam-to-

create-

mechanis

ms-to-

attract-

smart-grid-

investment

.html#PLk

oS5BMg3

dYXtse.97
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（19/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/11/govt-mend-policy-renewable-energy-remove-uncertainty.html
https://vietnamnews.vn/economy/548826/viet-nam-to-create-mechanisms-to-attract-smart-grid-investment.html#PLkoS5BMg3dYXtse.97
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タイ 6-A3 工業製品に
関する意見
募集住宅
用洗濯機
－効率的な
エネルギー
利用に必要
な機能－

11月25日工業製品規格法セクション17に基づくTIS（タイ国家規格）1462-25XX
住宅用洗濯機－効率的なエネルギー利用に必要な機能－に関する意見
募集（期限：11月13日発表より30日以内）

Thai Industrial 

Standards 

Institute (TISI)

https://ww

w.tisi go.th

/standard/

details/164

6/

インド
ネシア

6-A4 標準化ロー
ドマップと適
合性評価に
関するFGD
の議論

11月27日国家標準化庁（BSN）による標準化・適合性評価に係るフォーカス
グループディスカッション（FGD）が開催

 協議内容：
• 標準化と適合性評価のロードマップ（SPK）マスタープラン
（ロードマップ、マイルストーン、目標達成計画）2020-2030の策定
および推進方法について議論

 参加者：
• 国家開発計画庁、BSNメカニクス、エネルギー、電子、輸送、情報技
術規格開発部長、BSN認証システムおよびハーモナイゼーション部長、
BSN HR研究開発センター長、SPKの専門家

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://ww

w.bsn go.i

d/main/ber

ita/detail/1

0736/fgd-

pembahas

an-

roadmap-

standardis

asi-dan-

penilaian-

kesesuaia

n-

6-A5 Qualis 

LSProが
空調機器
（AC）のエネ
ルギー効率
の認証機関
として任命

11月29日インドネシア政府がQualis LSPro（Qualis Indonesiaの認証機関）を
空調機器（AC）のエネルギー効率認証機関として任命（10月31日）
 インドネシア政府は製品の適合性評価に関して企業により幅広い選択肢を提供
するため、エネルギー鉱物資源省の政令No. 184 K / 06 / DJE / 2019において、
Qualis LSProを空調製品認証機関の一つとして任命

 本政令により、Qualis Indonesiaは、製造業者や輸入者に対して、空調機器の
試験のみでなく認証サービスも提供可能

PT Qualis 

Indonesia

http://quali

s-

indonesia.

com/news/

70/penunj

ukkan-

lspro-

qualis-

indon.html
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https://www.tisi.go.th/standard/details/1646/
https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10736/fgd-pembahasan-roadmap-standardisasi-dan-penilaian-kesesuaian-
http://qualis-indonesia.com/news/70/penunjukkan-lspro-qualis-indon.html
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国際 6-O1 新しいIEC
レポートは、
エネルギー
部門のサイ
バーセキュ
リティガイド
ラインを
提供

11月12日 IECは、IEC Technology Report: Cyber security and resilience 

guidelines for the smart energy operational environmentを発行
 レポート概要：

• IEC Systems Committee on Smart Energyが作成
• サイバー攻撃から送電網を保護するためのベストプラクティスを提供
• サイバーセキュリティに関する5つの柱に言及

• レジリエンス
• 設計によるセキュリティ。
• 情報技術（IT）と運用技術（OT）の相違への理解
• リスク評価、軽減及びプロセスの継続的な更新
• 国際標準の役割

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/new-

iec-report-

offers-

cyber-

security-

guidelines-

for-the-

energy-

sector/

6-O2 新しいISO
規格を使用
した環境
価値の計算

11月14日 ISOは、組織の環境への取り組みに関する「ISO 14007:2019 

Environmental management — Guidelines for determining 

environmental costs and benefits」を発行
 ISO 14007:2019概要：

• ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systemsが策定
• 組織の環境に関連するコストと利点の決定に関するガイドラインを
提供

• ISO 14008:2019 Monetary valuation of environmental impacts 

and related environmental aspects（2019年3月発行済）を補完

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https://ww

w.iso.org/n

ews/ref245

6 html
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https://blog.iec.ch/2019/11/new-iec-report-offers-cyber-security-guidelines-for-the-energy-sector/
https://www.iso.org/news/ref2456.html
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国際 6-O3 IECRE 

2019年次総
会は未来に
向けて方針
を設定

11月25日 IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment 

for Use in Renewable Energy Applications（IECRC）は、年次会議を
開催（11月18〜22日＠フェルトキルヒ、オーストリア）

 IECRC概要：
• 再生可能エネルギーで使用する機器に関して、国際貿易の円滑化
及び機器の安全性向上を目的に、規格策定活動を実施

• 海洋、太陽光発電、風力セクターを対象
 会議概要：

• 再生可能エネルギーに関する適合性評価活動について議論
 参加者：

• OEM、テストラボ、再生可能エネルギー機器メーカー、認証機関、
検査機関を含む15か国40人以上の専門家

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/iecre-

2019-

annual-

meeting-

sets-

course-for-

the-future/

6-O4 COP25
および関連
イベント

11月26日国連の気候変動会議COP25が開催予定
（12月2～13日@マドリード、スペイン）
 Clean Energy Ministerial (CEM) メンバーによる関連イベントリストを公開

Energy 

Management 

Working 

Group
（EMWG）

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

cop25-

and-

associated

-events
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https://blog.iec.ch/2019/11/iecre-2019-annual-meeting-sets-course-for-the-future/
http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/cop25-and-associated-events
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国際 6-O5 MET-

CERTIFIE

Dがラテンア
メリカで最初
の認証ワー
クショップを
開催

11月27日欧州のMET-CERTIFIEDプロジェクトは、PAMEC2020において海洋
エネルギーコンバーターのIEC規格化と認証に関するワークショップを
開催予定（1月26〜28日＠サンノゼ、コスタリカ）

 METI-CERTIFIEDプロジェクト概要：
• 国際標準と認証スキームの開発を通じ、保険可能かつ融資可能な
海洋エネルギープロジェクトの増加を目的としたプロジェクト

• European Interreg 2 Seas及びEuropean Fund for Regional 

Development (ERFD)が資金提供
 PAMEC 2020概要：

• Pan-American Marine Energy Conference (PAMEC) Energy 

Associationが開催
• 資源評価、環境影響、波浪、潮流、洋上風、浮体式洋上風、海洋
熱エネルギー変換（OTEC）、塩分勾配等関する技術について
議論予定

• （参考）PAMEC概要：
• 海洋エネルギーに関する国際的なメンバーシップ組織による会議
体であり、海洋の潮流、波、海洋熱流（OTC）、塩分勾配（SG）、
洋上風による再生可能エネルギーの研究開発をサポート

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/met-

certified-

to-hold-

first-

certificatio

n-

workshop-

in-latin-

america/
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国際 6-O5

（続き）

MET-

CERTIFIE

Dがラテン
アメリカで最
初の認証
ワークショッ
プを開催

11月27日欧州のMET-CERTIFIEDプロジェクトは、PAMEC2020において海洋
エネルギーコンバーターのIEC規格化と認証に関するワークショップを
開催予定（1月26〜28日＠サンノゼ、コスタリカ）

 ワークショップ開催予定概要：
• IEC及びIECRE関連の活動に関して、南米の試験施設や認証機関等
の参画を促進

• 規格化及び認証に関して、詳細な説明を実施予定（以下、例）
• IEC TC 114 Marine energy - Wave, tidal and other water 

current convertersによる海洋エネルギーコンバーターの規格
開発の現状

• IEC System for Certification to Standards Relating to 

Equipment for Use in Renewable Energy Applications
（IECRC）の海洋エネルギーセクターでの認証の仕組み

• 認証における各アクターの役割、提案、及びニーズに関する議論
• IECRE及びIEC TC 114への参加方法

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/met-

certified-

to-hold-

first-

certificatio

n-

workshop-

in-latin-

america/
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国際 6-O6 UNIDOが
工業団地の
国際ガイド
ラインを
公開

11月30日国際連合工業開発機関（UNIDO）は、工業団地の安全・エネルギー管理
や環境保護に係る国際ガイドラインを公開

 ガイドライン概要：
• 規制当局、開発者、オペレーター、テナント、パートナー等、様々な
利害関係者向けに工業団地の計画、開発、運営に関する段階的な
アドバイスを提供

• 健康・安全、エネルギー管理、環境保護等の基準に準拠した工業
団地の開発を促進

Modern 

Diplomacy

https://mod

erndiplom

acy eu/201

9/11/30/un

ido-

publishes-

internation

al-

guidelines-

for-

industrial-

parks/

6-O7 今後：
CCUSウェ
ビナー-ノル
ウェーでの
CCUS開発-

11月14日

11月12日EMWGは、CCUSのウェビナー「最終投資決定へのアプローチ：
ノルウェーでのCCUS開発」を開催予定（11月14日）

 ウェビナー概要：
• ノルウェーにおけるCarbon dioxide Capture and Storage（CCS）の
取組みの現状及び今後の計画を紹介

Energy 

Management 

Working 

Group
（EMWG）

http://www.

cleanener

gyministeri

al.org/new

s-clean-

energy-

ministerial/

upcoming-

ccus-

webinar-

ccus-

developme

nts-

norway-

14-

november
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【情報収集結果】その他地域、機関におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/5)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（25/25）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://moderndiplomacy.eu/2019/11/30/unido-publishes-international-guidelines-for-industrial-parks/
http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/upcoming-ccus-webinar-ccus-developments-norway-14-november
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テーマ別情報一覧

11月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E1 EBAは、欧
州委員会に
国境を越え
た活動の
拡大促進を
要請

11月5日 欧州銀行協会（EBA）は、欧州委員会（EC）に対し銀行及び決済サービス
の国境を越えた提供の促進を要請するプレスリリースを発表

 プレスリリース概要：
• 銀行及び決済サービスの越境サービス提供における阻害要因を指摘

• デジタルアクティビティが越境サービスの提供と見なされる
タイミングの識別に関するガイダンスの不足

• EU法の不調和及びEU法の未設定
• EBAは、ECに対し、阻害要因の早急な緩和による金融機関や

FinTech企業の越境サービス提供の促進を要求

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

eba-asks-

the-

european-

commissio

n-to-

facilitate-

the-

scaling-up-

of-cross-

border-

activity/

フラ
ンス

7-E2 オンライン
支払の保
護：EBAに
よって検証
されたフラン
スの計画！

11月6日 仏通信販売事業者協会（FEVAD）は、Observatory for the Security of 

Payment Means (OSMP)の運営委員会のメンバーとして、Strong 

Customer Authentication（SCA）への移行を監視
 背景：

• 欧州銀行監督局（EBA）はEUにおけるStrong Customer 

Authentication（SCA）移行計画の期限に関し、実装とテストを含む
Payment Service Provide（PSP）の移行完了期限を
2020年12月31日に設定（10月16日）

 （参考）OSMP概要：
• 決済手段の円滑な機能及び詐欺の防止を目的に設立
• 消費者、小売業者、企業、公共機関間における協議を促進

La Fédération 

du e-

commerce et 

de la vente à 

distance 

(FEVAD)

https://ww

w.fevad co

m/securisa

tion-des-

paiements

-en-ligne-

le-plan-

francais-

valide-par-

leba/
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（1/16）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

再掲

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/the-eba-asks-the-european-commission-to-facilitate-the-scaling-up-of-cross-border-activity/
https://www.fevad.com/securisation-des-paiements-en-ligne-le-plan-francais-valide-par-leba/
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電子
商取引
（Eコ
マース）

オース
トリア

7-E3 国際電子
商取引：
オーストリア
がデジタル
税を開始

11月14日オーストリアは、IT大企業に対しオンライン広告収入の5％のデジタル
課税を開始予定（2020年1月～）

 背景：
• フランスは一定以上の規模があるIT大手企業に対し、売上高の3%の
デジタル課税を決定

 課税制度詳細：
• グローバルでの年間売上高が7億5,000万ユーロで、オーストリア内で
の売上高が2,500万ユーロを超える企業に対して、オンライン広告
収入の5％を課税

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/317

7-e-

commerce

-

internation

al-

oesterreic

h-

bekommt-

digitalsteu

er-usa-

darf-

strafzoelle-

auf-eu-

waren-

erheben-

und-

taeglich-

gruesst-

das-brexit-

chaos

ドイツ 7-E4 Händlerbun

dは、
更新された
回収権の
計画を批判

11月15日独Händlerbund は、連邦司法消費者保護省の「債権回収権における
消費者保護に関する法案」に対する意見書を公開（11月12日）

 意見書概要：
• Händlerbund は権回収手続きにおける債務者の保護の拡大は、
債権者である中小企業にとって大きな負担となることから、法案を
批判

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/inter

essenvertr

etung/317

8-

haendlerb

und-

kritisiert-

plaene-

inkassorec

ht
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（2/16）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3177-e-commerce-international-oesterreich-bekommt-digitalsteuer-usa-darf-strafzoelle-auf-eu-waren-erheben-und-taeglich-gruesst-das-brexit-chaos
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3178-haendlerbund-kritisiert-plaene-inkassorecht
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電子
商取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E5 Thuiswinke

l.orgはオン
ライン身分
証明に関す
る緊急の
書簡をオラ
ンダの大臣
に送付

11月19日オランダのEcommerce EuropeメンバーであるThuiswinkel.orgは
複数団体と共同で大臣に書簡を送付、市民が利用可能な公的な
オンライン識別方法を要求

 背景：
• オランダ政府は、DigiDの形式でパブリックドメインの識別ツールを
開発したものの、企業での利用については未開放

 文書概要：
• DigiD等の企業への開放を含む、公的なオンライン識別ツールの導入
を要求

• ANVR、INretail、Techniek Nederland、Detailhandel Nederland
及びVBINが署名

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/thuis

winkel-org-

sends-

urgent-

letter-on-

online-

identificati

on-to-

dutch-

minister/

7-E6 データ保護
局がGoogle 

Analyticsの
使用につい
て業者にイ
ンタビュー

11月28日独テューリンゲン州のデータ保護局は、Google Analytics等の利用に
関して、オンライン企業を対象とした調査を実施

 背景：
• 欧州司法裁判所は、Webサイト上のCookie設定に関して、
サイト訪問者からの同意取得が必要である旨判決（10月1日）

• 独データ保護局は、Google Analutics等の第3者サービスに関して、
サイト訪問者による同意取得時のみ利用可能とすることを主張

 調査概要：
• テューリンゲン州のデータ保護局は、オンライン企業に対し、
第3者サービスの利用に関する質問票を送付
• 利用している第3者サービス、サイト訪問者への情報提示及び
同意取得方法等に関する質問を記載

 今後の予定：
• データ保護局は、回答期限を2週間後に設定

Händlerbund https://ww

w.haendler

bund de/d

e/news/akt

uelles/rech

tliches/318

6-

datenschut

zbehoerde

-haendler-

google-

analytics
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(3/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（3/16）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/thuiswinkel-org-sends-urgent-letter-on-online-identification-to-dutch-minister/
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/rechtliches/3186-datenschutzbehoerde-haendler-google-analytics
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電子
商取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E7 Ecommerc

e Europeは、
ACEPIの
Portugal 

Digital 

Summit ‘19
に参加

11月5日 Ecommerce Europeは、ACEPI Portugal Digital Summit ’19に参加
（10月22～23日@リスボン、ポルトガル）

 主催：
• ACEPI（Ecommerce Europeのポルトガルメンバー）

 イベント概要：
• 4つのテーマステージで200人以上の講演者及び約4,000人の専門家
が協議

 今後の予定：
• ACEPI Portugal Digital Summit ’20を開催予定
（2020年10月21～22日）

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/ecom

merce-

europe-

joined-

acepis-

portugal-

digital-

summit-19/

7-E8 Ecommerc

e Europeは
ワルシャワ
の Digital 

Policy 

Forumに
参加

11月19日Ecommerce Europeは、ポーランドメンバーであるChamber of Digital 

Economyが主催するDigital Policy Forumに参加（11月14日@ワル
シャワ、ポーランド）

 イベント概要：
• 新しい欧州委員会により提案されるDigital Services Act (DSA)に
関し、議論
• DSAは単一市場のすべてのデジタルサービスの水平規制
フレームワークを更新予定であり、 e-Commerce Directive (ECD)
（2000年発行）で規定された現在の欧州の枠組みに影響を及ぼす
予定

 参加者：
• 政界、学界、産業界の代表者が参加

 今後の予定：
• Ecommerce Europeは、e-Commerce Directiveに関するレポートを
近日発行予定

Ecommerce 

Europe

https://ww

w.ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/ecom

merce-

europe-

joined-the-

digital-

policy-

forum-in-

warsaw/
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(4/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（4/16）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/ecommerce-europe-joined-acepis-portugal-digital-summit-19/
https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/ecommerce-europe-joined-the-digital-policy-forum-in-warsaw/
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米国 7-U1 ASC X9が
Eコマースに
おける取引
保証に関す
るISO 

Standard 

Committee 

TC321に対
する米国の
技術諮問
委員会とし
て活動予定

11月6日 Accredited Standards Committee X9 Inc.（ASC X9）は、同組織が
ISO/TC321（電子商取引における取引保険）の米国技術諮問委員会
として活動予定であることを発表
 ASC X9は、ISO/TC321の活動や投票における米国の立場を検討し、明らかに
する役割を担う予定

 ASC X9の概要：
• ANSIの認定を受けた金融サービス業界の国内及び国際規格の策定
を行う非営利団体

Accredited 

Standards 

Committee X9 

Inc（ASC X9）

https://x9 o

rg/asc-x9-

to-serve-

as-u-s-

technical-

advisory-

group-for-

iso-

standards-

committee-

tc-321-

transaction

-

assurance

-in-e-

commerce/
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【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（5/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

https://x9.org/asc-x9-to-serve-as-u-s-technical-advisory-group-for-iso-standards-committee-tc-321-transaction-assurance-in-e-commerce/
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米国 7-U2 マイクロソフ
トは、カリ
フォルニア
州のデジタ
ルプライバ
シー法を
全米で適用

11月13日マイクロソフトは、 米国カリフォルニア州のConsumer Privacy Act 

(CCPA) の規定を全米で適用することを発表
 連邦レベルのデジタルプライバシー規制法が不在の中、マイクロソフトはCCPA
の規定を全米で適応することを発表

 CCPAの概要：
• 2020年1月に施行予定

• カリフォルニアに所在し、下記の条件のいずれかを満たす企業が
対象

• 2,500万米ドル以上の収入
• 個人情報の販売が主な事業
• 5万件以上の消費者、家庭、機器の個人情報の保持

• 消費者に下記の権利を保障
• 個人情報を収集されていることを知る権利
• 収集された情報にアクセスする権利
• 情報が販売・開示されたかどうかを知る権利
• 収集した団体に情報の削除や販売を要求する権利
• 上記の権利を行使したことにより差別的扱いを受けないこと

HelpNetSecuri

ty

https://ww

w.helpnets

ecurity.co

m/2019/11

/13/micros

oft-ccpa/
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【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（6/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

https://www.helpnetsecurity.com/2019/11/13/microsoft-ccpa/
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米国 7-U3 米国議会は、
金融技術と
データプライ
バシーに
取り組む

11月23日米国議会の金融技術タスクフォースは、金融業界におけるビッグデータの
役割について、ヒアリングを実施

 背景：
• 米国議会はスマートフォンやアプリの普及等により金融業界で顧客
データの活用が進展

 新たな法規制を検討するため金融機関による顧客データの扱いについて専門家
ヒアリングを実施

 ヒアリングにおいて発出された意見（抜粋）：
• 顧客の合理的に予測する範囲を超えて、企業が顧客データを利用
することへの懸念

• 顧客データの活用が、差別的な金融サービスの提供を助長する懸念
• 企業が顧客の権利を蔑ろにしているとの批判
• 企業による顧客データアクセス制限のためのテクノロジー活用
可能性

• 業界がこれまで顧客データ保護に積極的に関与してきたことへの
評価

• キャッシュフローデータの情報活用による、より開かれた
金融サービスの提供

CoinTelegraph https://coin

telegraph.

com/news/

us-

congress-

wrestles-

with-

financial-

technologi

es-and-

data-

privacy
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【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(3/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（7/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

https://cointelegraph.com/news/us-congress-wrestles-with-financial-technologies-and-data-privacy
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中国 7-C1 中国当局、
ECサイトに
独占的慣行
の停止を
要求

11月6日 国家市場監督管理総局（SAMR）は、11月11日を前に、アリババや
JD.com等のネット通販大手に、独占的と見なされる可能性のある慣行
を停止するよう警告
 国家市場監督管理総局は、ECサイトを運営する20社以上と会合を開き、出店
事業者が競合サイトで商品を販売するのを阻止するために独占提携契約への
署名を強要する慣行をやめるよう要求

 複数のECサイト運営会社や事業者が、アリババの仮想商店街「天猫（Ｔモール）」
で「二者択一」の慣行が存在するとして批判

Reuters https://ww

w.reuters.c

om/article/

us-china-

alibaba-

singlesday

/china-

regulator-

warns-e-

commerce

-platforms-

to-stop-

monopolist

ic-

practices-

idUSKBN1

XG1KP

7-C2 Qin Yizhi
国家市場監
督管理総局
副局長が
ISO / 

TC321
（Eコマース
のトランザク
ション保証）
の第1回
会議に出席

11月7日 ISO / TC321（Eコマースのトランザクション保証）の第1回会議を中国と
フランスが共同で開催（11月5日＠杭州、中国）

 会議概要：
• 浙江省人民政府Wang Wenxu副知事、ISO事務局Stefan 

Marinkovic氏、フランス規格協会（AFNOR）Alain Costes氏ディレ
クターがスピーチ

 参加者：
• ISO / TC321メンバーや国内の技術専門家など200人以上

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/zj/20

1911/t201

91107 30

8264 html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/6)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（8/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

https://www.reuters.com/article/us-china-alibaba-singlesday/china-regulator-warns-e-commerce-platforms-to-stop-monopolistic-practices-idUSKBN1XG1KP
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/201911/t20191107_308264.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C3 「ダブル11」
へ向けて四
川省8部門
がEコマース
プラット
フォームに
自主規制を
要請

11月7日 四川省の市場監督管理局、発展改革委員会、公安、商務省等8つの部門
が「11.11」ネットワーク集中管理ガイダンス会議を開催（11月6日）

 背景：
• 2018年に導入された四川省でのEコマースの取引額が同年に3.3兆
元に達し、また昨年の「ダブル11」期間中の取引量が全国7位と国内
でも最高水準を記録

 協議内容：
• 省政府がEコマース企業に対して、法律と規制、社会的責任の厳守、
収益性の考慮、内部管理の更なる改善、ユーザー情報の破棄の保証
等を要請

• また、市場監督部門に対し、「ネットソードアクション（オンライン市場に
対する規制）」及びプラットフォームの特別管理を実施するよう要請

• 四川省消費者協議会が、消費者の正当な権利と利益を保護の方法
について提案

• 省ネットワークビジネス協会が、業界の自己規律を強化し、行動を
標準化し、正しく運営するためのイニシアチブを発行

 参加者：
• 四川省及び他省内の主要なEコマースプラットフォーム企業28社、
中規模Eコマース企業14社から80人以上

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/df/20

1911/t201

91107 30

8254 html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/6)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（9/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

http://www.samr.gov.cn/xw/df/201911/t20191107_308254.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C4 広東、香港、
マカオ、大
湾地区の
電子署名
相互承認
ワーキング
グループが
設立され、
最初のワー
キンググ
ループ会議
が開催

11月15日広東、香港、マカオ、大湾地区の電子署名相互承認ワーキンググループ
が設立され、最初のワーキンググループが開催（11月15日＠深圳、中国）

 協議内容：
• ワーキンググループの体制及び作業目標を明示
• 参加者は、相互承認方法、証明書戦略、その他の文書の開発、及び
国境を越えたサービスや金融、その他のビジネスへの適応について
議論

 参加者：
• 珠江デルタ地域の協会、アライアンス、企業、科学研究機関、メディア
から約200人

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7525883

/content ht

ml

7-C5 市場監督管
理総局が消
費の保護政
策および消
費者の個人
情報侵害に
対する特別
措置に関す
る記者会見
を実施

11月18日市場監督管理総局（SAMR）が消費の保護政策および消費者の個人情報
侵害に対する特別措置に関する記者会見を実施（11月18日）

 背景：
• 今年3月に消費者保護政策「守护消費」を開始、それに伴い今年

4月から9月まで、消費者の個人情報に関する違法行為に対する特別
執行措置を実施

 特別執行措置 実施概要：
• 期間中、国家市場監督管理総局は、ローンファイナンス、教育、
保険宿泊、テレマーケティング等の業界において、消費者の同意なし
に個人情報の収集または提供した企業に対して、消費者を
侵害する個人情報合計1,474件の違反を調査し、3万6,092万点の情
報の押収、1万9,446万元の罰金、3,536件の行政面接等を実施

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/xwfbt/

201911/t2

0191118

308613.ht

ml
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(3/6)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（10/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c7525883/content.html
http://www.samr.gov.cn/xw/xwfbt/201911/t20191118_308613.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C6 国家標準委
員会が新た
に標準化
技術委員会
を設立

11月20日国家標準委員会（SAC）が、新分野における新たな標準化技術委員会を
設立
 国際的な標準化の動向に合わせるため、資産管理標準化技術委員会（SAC / 

TC583及び）マイクロバブル技術標準化技術委員会（SAC / TC584）を設立
 国の経済発展と社会統治に伴い、健康検疫標準化技術委員会（SAC / TC582）、
少数民族の服装および流通標準化技術委員会（SAC / TC585）、臓器管理標準
化ワーキンググループ（SAC / SWG17）を設立

 ブロックチェーンテクノロジー、シェアリングエコノミー、ベビー用品等社会的に
重要性の増す分野を中心に技術委員会の設立準備作業を開始

中国国家標準
化管理委員会
（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/xw/bzhdt/

201911/t2

0191120

343876.ht

m

7-C7 市場監督
ネットワーク
を強化する
天津市場監
督委員会は、
電子商取引
プラット
フォームを
法廷義務を
定義

11月27日天津市市場監督委員会は、オンライン市場の監視強化のため、
Eコマースプラットフォームの責任に関する特別措置の実行を決定

 特別措置概要：
• 消費者の権利や利益を侵害する可能性のあるEコマースプラット
フォームが対象

• 消費者保護の観点から、監視を強化する施策を実施（以下、例）
• プラットフォーム運営者による不適切なレビューの有無及び
情報開示義務履行状況の確認

• 知的財保護、消費者保護等の観点によるプラットフォーム管理状
況の確認

• 監視強化を目的とした登録制度や認証取得支援の促進
• 書簡送付や立入検査も含めたEコマース法遵守の促進

• 違反の是正がなされない場合は、罰則処分あり

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http://www.

samr.gov c

n/xw/df/20

1911/t201

91127 30

8867 html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(4/6)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（11/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/201911/t20191120_343876.htm
http://www.samr.gov.cn/xw/df/201911/t20191127_308867.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C8 杭州で開催
された2019
年中国Eコ
マース品質
および標準
構築サミット

11月29日 「2019年中国電子商取引品質および標準構築サミット」が開催
（11月29日@杭州、中国）

 背景：
• 国内「電子商取引法」の施行より約1年が経過

 イベント概要：
• 「より良い生活を送る規格」というテーマに基き、全国Eコマース品質
管理標準化技術委員会（SAC / TC563）が主催

• 中国国内及び国際的な電子商取引の動向に関して、標準化、国際化、
品質管理、広報等に焦点

中国经济网
http://www.

ce cn/cysc/

newmain/y

c/jsxw/201

911/29/t20

191129 3

3738917 s

html

7-C9 中国電子情
報産業連盟
電子署名と
信頼できる
サービス
開発アライ
アンスの準
備開始式が
深圳で開催

11月20日中国電子情報産業連盟により電子署名と信頼できるサービス開発アライ
アンスの準備開始式及び広東省、香港、マカオ大湾地区電子署名証明書
相互承認ワーキンググループ創設会議が開催（11月15日＠深圳、中国）

 創設会議のテーマ：
• 制限のないベイエリアの知の相互承認：電子署名と信頼できるサービ
スの標準化を積極的に促進し、電子署名と次世代情報技術の統合と
イノベーションを促進し、中国での電子署名と信頼できるサービスの
適用を促進

 協議内容：
• Cao Jianhua中国電子情報産業連盟副会長が、「中国電子情報産業
連盟電子署名と信頼できるサービス開発アライアンスの設立同意書」
を発表

• 中国電子技術標準化研究院は「電子署名と信頼できるサービス研究
報告書」を発表し、信頼できるサービスの概念を紹介

• 電子署名と信頼できるサービスの技術的背景、国内外の信頼できる
サービスの開発状況、信頼できるサービスの主要技術、典型的なア
プリケーションシナリオ、中国における信頼できるサービスの開発を促
進するための提案について報告

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5821

.html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(5/6)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（12/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/201911/29/t20191129_33738917.shtml
http://www.cesi.cn/201911/5821.html
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国

参照#
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

中国 7-C10 中国産業用
Eコマース
会議2019が
広州で開催

11月25日中国産業用Eコマース会議2019が開催され、関連企業が
ベストプラクティスや研究成果を報告（＠広州、中国）

 テーマ：
• 「ユーザー企業が、ニーズ・産業用Eコマースプラットフォーム・サービ
スについて語る」

 協議内容：
• ゲストが産業用Eコマースプラットフォームに関するインテリジェントな
需給協力ネットワーク構築、製品のイノベーション、デジタルトランス
フォーメーションの分野における事例を共有

• 2019年工業情報化部パイロットデモンストレーション、主要産業イン
ターネットプラットフォームパイロットデモンストレーションリスト、2019
年珠江デルタサービス指向製造デモンストレーションリスト、「デジタル
調達のためのガイドライン」「2019年中国産業用Eコマース投資および
資金調達データマップ」、「広東省産業Eコマース開発調査報告書」、
その他の研究結果を報告

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146450

/c7534631

/content ht

ml
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(6/6)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（13/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146450/c7534631/content.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

ベト
ナム

7-A1 国営銀行が
決済サービ
スプロバイ
ダーにおけ
る外国人の
所有権を
引き下げ

11月23日ベトナム国家銀行（SBV）は、決済サービス業界における外国人資本保有
率を現在の無制限から49％に引き下げる予定であることを発表
 外国人投資家による操作を回避し、銀行及び金融活動のセキュリティと安全性を
確保するため、決済サービスに関する新しい法令草案に外資規制を含める予定

 （参考）国内における事業者動向：
• 現在国内には、MoMo、Moca、Payoo、SenPay、Zalopay、Airpay、

VNPay、Monpay、ViettelPay、1Pay、Nganluong、VTCpay、Mpay、
Wepayなど、30の決済サービスプロバイダーが存在

VietNam 

News

https://viet

namnews.

vn/econom

y/548852/s

tate-bank-

to-lower-

foreign-

ownership-

in-

payment-

intermedia

ries.html

タイ 7-A2 暗号通貨：
タイは2020
年に規制の
枠組みを
変更予定

11月27日タイの証券取引委員会が、2020年に暗号資産の活動を管理する法律を
改訂することを検討中

 背景：
• 中国によるブロックチェーン技術支援の表明

 検討内容：
• 国内の暗号資産活動の発展を促進しリスクから保護するため、2018
年5月に制定された暗号資産活動に関する法律において、①証券会
社、②暗号交換、③トークンポータルプロバイダー、④ICO（イニシャ
ル・コイン・オファリング）ポータルの4種類のビジネスを対象としていた
ところ、新たにデジタル資産セクターを含めることを検討

International 

Business 

Times

https://ww

w.ibtimes.s

g/cryptocur

rency-

thailand-

plans-

change-

its-

regulatory-

framework

-2020-

35023

2137

【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（14/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

再掲

再掲

https://vietnamnews.vn/economy/548852/state-bank-to-lower-foreign-ownership-in-payment-intermediaries.html
https://www.ibtimes.sg/cryptocurrency-thailand-plans-change-its-regulatory-framework-2020-35023
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参照#
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発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

インド
ネシア

7-A3 サイバーセ
キュリティ規
格における
BSNの重要
性－オース
トラリア－
ASEANデ
ジタルトレー
ド標準イニ
シアチブ
ワークショッ
プを開催

11月5日 デジタル・サイバーセキュリティ分野規格開発のため、ASEAN-オーストラ
リアデジタルトレード標準イニシアチブワークショップを開催
（11月5~6日＠ジャカルタ、インドネシア）

 ワークショップの目的：
• ASEANとオーストラリアにおけるデジタル技術を通じた貿易の可能性
実現のためのサイバーセキュリティ規格の開発

 ワークショップ概要：
• ISO、IEC Asia-Pacific Regional Center、シンガポールからのゲスト
が講演

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https://bsn.

go.id/main/

berita/deta

il/10650/pe

ntingnya-

standar-

keamanan

-siber-bsn-

standards-

australia-

menggelar

-

workshop-

asean-

australia-

digital-

trade-

standards-

initiative

2138

【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/2)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（15/16）

テーマ別情報詳細 電子商取引（Eコマース）

https://bsn.go.id/main/berita/detail/10650/pentingnya-standar-keamanan-siber-bsn-standards-australia-menggelar-workshop-asean-australia-digital-trade-standards-initiative
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
（Eコ
マース）

国際 7-O1 Financial 

Action Task 

Forceは
デジタルID
に関するガ
イダンスドラ
フトで生体
認証を検証

11月5日 Financial Action Task Force (FATF) は、"DRAFT GUIDANCE ON 

DIGITAL IDENTITY"を公開
 文書概要：

• 政府、金融機関等に対し、生体認証を含むデジタルIDシステムを使用
したテロ資金調達及びマネーロンダリング防止に関するガイダンスを
提供

• 生体認証に関するリスクに焦点を当てた上で、世界各国で採用されて
いるシステムについても紹介

Biometric 

update.com

https://ww

w.biometri

cupdate co

m/201911/

financial-

action-

task-force-

examines-

biometrics-

in-draft-

guidance-

on-digital-

id

2139

【情報収集結果】その他地域、機関における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（16/16）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

再掲

https://www.biometricupdate.com/201911/financial-action-task-force-examines-biometrics-in-draft-guidance-on-digital-id
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共通 英国 8-E1 英国と
ASEAN-

BACが基本
同意書に
署名

11月1日 英国とASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)は、
ASEAN地域のデジタル貿易の変革に関するLetter of Intent (LOI)に署
名（11月1日）

 LOI概要：
• 英国のGlobal Trade Programme (GTP) に基づき締結

• GTPは、貿易コストの大幅な削減、取引量の増大により、中小企
業の国際貿易を促進するプログラム

• ASEAN Regional Digital Trade Transformation (RDTT) の一環とし
て、ASEAN地域内の貿易に関するビジネス文書の標準化及びデジタ
ル化を実施

 今後の予定：
• 英国はコンサルタント会社を特定し、ASEAN-BACの研究実行を支援
予定
• 国際貿易に関する規制と文書の標準化に関するガイダンス及びプ
ロジェクトのロードマップを策定

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https://ww

w.gov uk/g

overnment

/news/the-

uk-and-

asean-

bac-sign-

a-letter-of-

intent
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(1/9)

共通分野関連記事詳細（1/37）

共通テーマ別情報詳細

https://www.gov.uk/government/news/the-uk-and-asean-bac-sign-a-letter-of-intent


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E2 産業政策：
6つの戦略
的事業分野
における
欧州の
リーダー
シップを
サポート
するための
推奨事項

11月5日 欧州委員会（EC）は、6つの戦略的分野における欧州のリーダーシップ向
上のための推奨事項を定めた勧告を発表（11月5日）

 6つの戦略的分野：
• 接続された、クリーンで自律的な車両
• 水素技術とシステム
• スマートヘルス
• 産業用IoT

• 低炭素産業
• サイバーセキュリティ

 推奨事項：
• EU、国及び地域レベルでの公共および民間リソースのプール
• 規制と標準による市場の統合
• バリューチェーン全体で必要なスキルのマッピングと開発
• 地域の強み及び官民パートナーシップ活用による、欧州のダイナミッ
クなイノベーションシステムの構築

• 技術的及び産業的変化の監視及び新たな戦略的バリューチェーン特
定のためのガバナンスプロセスの設定

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

https://ec e

uropa eu/g

rowth/cont

ent/industri

al-policy-

recommen

dations-

support-

europe%E

2%80%99

s-

leadership

-6-

strategic-

business-

areas en

t
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/9)

共通分野関連記事詳細（2/37）

共通テーマ別情報詳細
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共通 ドイツ 8-E3 最新の機械
学習技術は、
標準化の
概念的分野
の錯綜へ
全体像を
提供

11月11日VDE、DKE、TU Braunschweigは、規格に使用される用語のダッシュ
ボードを提供するHarbsafe-162を開発

 Harbsafe-162概要：
• 規格に関する用語のダッシュボードを提供し、規格間の用語の調和を
サポート

• 連邦経済エネルギー省（BMWi）が資金提供（助成金番号：
03TNG006Aおよび03TNG006B）

 今後の予定：
• Harbsafe 2を開発中であり、最終的にはVDEの用語閲覧のための包
括的なツールとして機能することを志向

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/news/20

19/harbsaf

e-

machine-

learning-

terminologi

e-

dashboard

-normung

8-E4 VDE|DKE
は、中国に
地域事務所
を開設

11月13日VDE、DKEは、中国を国際標準化活動に積極的に参画させることを目的
として中国事務所を開設

 背景：
• 中国政府は「Standards CHINA 2035」プログラムを開始

• 複雑な中国の標準化システムを市場のニーズに合わせて合理化、
変革することを目的

 新事務所概要：
• VDE及びDKEは、中国をIECやISOを含む電気技術に関する国際標
準化活動に積極的に関与させ、既存の国際標準化システムに統合す
ることを目的

• 国際標準化システムに関するオンサイトトレーニングを提供し、ドイツ
の国際標準化戦略をサポート

VDE Verband 

der 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik e.V.
（VDE）

https://ww

w.vde com

/de/presse/

pressemitt

eilungen/v

de-dke-

eroeffnet-

regional-

office-in-

china
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(3/9)

共通分野関連記事詳細（3/37）

共通テーマ別情報詳細

https://ec.europa.eu/growth/conte
https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/vde-dke-eroeffnet-regional-office-in-china
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共通 欧州 8-E5 Ad hoc 

Committee 

on Artificial 

Intelligence 

(CAHAI)の
初会議

11月15日EUのAd hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI)は
初会議を開催予定（11月18～20日@ストラスブール、フランス）

 CAHAI概要：
• 欧州評議会の委員会によって設立された政府間委員会
• 人権、民主主義、法の支配に関する基準に基づき、AIの開発、設計
及び適用のための法的枠組みの実現可能性を検討

 会議概要：
• 47加盟国の代表者が参加予定
• 主にAIにおける法的枠組みに関して、協議予定（以下、議題例）

• 個人及び社会に対するAIアプリケーションの影響
• AIを扱う既存のソフトロー
• AIに関する既存の国際的な法的枠組み
• 欧州委員会によるAIに関する法的枠組みの実現可能性調査

Council of 

Europe

https://ww

w.coe int/e

n/web/artifi

cial-

intelligenc

e/-

/artificial-

intelligenc

e-

intergover

nmental-

committee-

examines-

feasibility-

of-a-legal-

framework

8-E6 ETSIは
新しいセ
キュア
プラット
フォームを
標準化し、
IoT、5G、
セキュリティ
センシティブ
セクターに
対応

11月18日ETSIは、Smart Secure Platform（SSP）に関する3つの新しい技術仕様
を発行

 背景：
• ETSI TC Smart Card Platform（SCP）は、最新のセキュリティプラット
フォームSmart Secure Platform（SSP）を開発中
• SSPは複数のアプリケーション向けのオープンプラットフォームで
あり、銀行業務、決済、ID管理、モバイルネットワークへのアクセス
等をカバー

 発行技術仕様：
• ETSI TS 103 666-1 Smart Secure Platform (SSP); Part 1: 

General characteristics 

• ETSI TS 103 666-2 Smart Secure Platform (SSP);Part 2: 

Integrated SSP (iSSP) characteristics

• ETSI TS 103 713 Smart Secure Platform (SSP);SPI interface

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https://ww

w.etsi org/

newsroom/

press-

releases/1

680-2019-

11-etsi-

standardiz

es-new-

secure-

platform-

to-

address-

iot-5g-and-

security-

sensitive-

sectors
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(4/9)

共通分野関連記事詳細（4/37）

共通テーマ別情報詳細

https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/-/artificial-intelligence-intergovernmental-committee-examines-feasibility-of-a-legal-framework
https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1680-2019-11-etsi-standardizes-new-secure-platform-to-address-iot-5g-and-security-sensitive-sectors
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共通 スウェ
ーデン

8-E7 新しい規格
はより良い
データ保護
を提供する

11月18日スウェーデン国家標準化機関SISは、個人情報を含むデータの保護に
関する規格であるSS-ISO/IEC 27701:2019を紹介

 SS-ISO/IEC 27701:2019概要：
• Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 

27002 for privacy information management - Requirements and 

guidelines (ISO/IEC 27701:2019, IDT)のスウェーデン語版であり、
SISが策定に関与

• 情報の漏洩、破損、破壊の防止を目的に、個人情報を含むデータの
取扱いを規定

Swedish 

Standards 

Institute（SIS）

https://ww

w.sis.se/ny

heter-och-

press/pres

smeddelan

den/ny-

standard-

ska-ge-

battre-

dataskydd/
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(5/9)

共通分野関連記事詳細（5/37）

共通テーマ別情報詳細

https://www.sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/ny-standard-ska-ge-battre-dataskydd/
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共通 英国 8-E8 プライバ
シー情報
管理規格に
認証された
英国で最初
の組織

11月20日BSIは、組織のPrivacy Information Management System (PIMS)を
確立、実装及び維持を支援するグローバル認証スキームを開始
（11月20日）

 背景：
• BSIは、BS ISO/IEC 27701:2019 Security techniques. Extension 

to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information 

management. Requirements and guidelinesを発行（2019年8月）
• EU General Data Protection Regulation (GDPR)、California 

Consumer Privacy Act (CCPA) 、Brazil Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD)等の新しいプライバシー要件への対応に関するガイ
ダンスを提供

 認証スキーム概要：
• BSIは、組織に対し規格BS ISO / IEC 27701の全ての要件を満たす
ようにオンサイト監査を含む独立評価を実施

• Blackhawk Network Inc.及びAccentureが認証を取得

British 

Standards 

Institution 

(BSI)
*1

https://ww

w.bsigroup

.com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pre

ss-

releases/2

019/nove

mber/first-

organizatio

ns-in-uk-

certified-

to-privacy-

informatio

n-

managem

ent-

standard/
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(6/9)

共通分野関連記事詳細（6/37）

共通テーマ別情報詳細

*1 注：11月30日に取得時の情報を記載

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/november/first-organizations-in-uk-certified-to-privacy-information-management-standard/
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共通 ドイツ 8-E9 機能安全：
機械からの
人間の保護

11月20日DKEは、電気・電子・プログラマブル電子の機能安全に関するIEC 61508 

Functional Safetyシリーズ規格について紹介
 IEC 61508概要：

• プロセス産業における電気・電子・プログラマブル電子の機能安全に
関する国際規格

 紹介内容：
• DKEは、Industry 4.0、インテリジェントエネルギーマネジメント、自動
運転技術等の台頭を受け、IEC 61508においてAIに関する要件の定
義が必要であることを主張
• 当内容と関連し、DINとDKEが「自律機械及び車両のAI標準化及
び標準化における倫理」と題されたAI標準化ロードマップを作成中
であることにも言及

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https://ww

w.dke de/d

e/themen/f

unktionale-

sicherheit/

was-ist-

funktionale

-sicherheit

フィン
ランド

8-E10 フィンランド
が「安全な」
IoT製品向
けのサイ
バーセキュ
リティラベル
を導入

11月27日フィンランド運輸通信庁（Traficom）は、IoT製品が安全であることを保証
するサイバーセキュリティラベルを導入

 ラベリング制度概要：
• TraficomのNCSC-FIが主導し、Cozify Oy、DNA Plc、Polar Electro 

Oyが協力する形で作成
• ドラフト規格ETSI EN 303 645に基づく基準を満たす場合、ラベルを
付与

• ラベルが付与されたデバイスについて、基本的な情報セキュリティ機
能があることを消費者に保証

TechHQ https://tech

hq.com/20

19/11/finla

nd-

introduces

-a-

cybersecur

ity-label-

for-safe-

iot-

products/
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(7/9)

共通分野関連記事詳細（7/37）

共通テーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/themen/funktionale-sicherheit/was-ist-funktionale-sicherheit
https://techhq.com/2019/11/finland-introduces-a-cybersecurity-label-for-safe-iot-products/
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共通 欧州 8-E11 新しい標準
ドラフト

11月27日欧州標準化機構（ETSI）は、書籍"Understanding ICT 

standardization"を発行
 書籍概要：

• 標準化に関する教育、トレーニング、情報提供を目的
• ICTに関する標準化について、利点、リスク、プロセス、活用方法等を
記載

• 欧州委員会（EC）及び欧州自由貿易連合が作成を支援

Suomen 

Standardisoim

isliitto（SFS）

https://ww

w.sfs.fi/aja

nkohtaista/

uutiset/uus

i perusteo

s standar

deista.532

2 news

8-E12 EU製品
ルールの
「ブルー
ガイド」を
更新する
ための意見
を募集

11月28日欧州委員会（EC）は、EUの製品ルールの実施に関する「ブルーガイド」更
新に関する意見を募集
 ブルーガイドは、定期的に更新がなされており（前回更新は2016年）、今回の更
新では、デジタル経済及び循環経済の内容、市場監視に関する規制（EU）
2019/1020の内容が盛り込まれる予定

 今後の予定：
• 欧州委員会（EC）は、更新事項を募集（～2020年1月15日）

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

https://ec e

uropa eu/g

rowth/cont

ent/your-

input-

wanted-

update-

blue-

guide-eu-

product-

rules en
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(8/9)

共通分野関連記事詳細（8/37）

共通テーマ別情報詳細

https://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/uusi_perusteos_standardeista.5322.news
https://ec.europa.eu/growth/content/your-input-wanted-update-blue-guide-eu-product-rules_en
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共通 ドイツ 8-E13 DIN 

Connect 

Pitchesの
革新的な
アイデア

11月8日 DINは、DKE、VDEと共同で革新的分野における標準化検討・促進のた
めのDIN-Connect Pitchesを開催（11月7日）

 イベント概要：
• 32人の応募者が標準化の可能性のある革新的なプロジェクトを発表

• 付加製造、建物情報管理（BIM）、電気安全、エネルギー、バッテ
リー、分散ネットワーク、Industry 4.0、革新的な作業環境、循環経
済、AI、量子テクノロジー、スマートファーミング等のテーマに焦点

• 選出者に対し、標準化の可能性を検討することを条件に、2020年1月
より資金提供を開始

• また、DIN、VDE、DKEによる無償の標準化関連サポートも提供

Deutsches 

Institut für 

Normung 

(DIN)

https://ww

w.din.de/d

e/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteil

ungen/inn

ovative-

ideen-bei-

den-din-

connect-

pitches-

689460
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(9/9)

共通分野関連記事詳細（9/37）

共通テーマ別情報詳細

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/innovative-ideen-bei-den-din-connect-pitches-689460
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共通 米国 8-U1 NSCAI中間
報告書

11月4日 米国のNational Security Commission on Artificial Intelligence
（NSCAI）は中間報告書を公表し、研究開発への投資や、AIに対応した人
材育成、安全保障分野への応用の必要性に言及
 報告書は透明性、責任、共通の目的を持ったAIの活用や開発を行うため、明確
な基準や政策を制定する重要性に言及すると共にAIを取り巻く状況や米国政府
がとるべき行動について案を提示

 背景
• 米国議会は、AIを取り巻く問題を研究するためにNSCAIを設置し調査
を実施

 報告書の概要
• AIに関する課題
• 米国政府が取るべき行動

• AIの研究開発への投資
• AIの安全保障分野への応用
• AI人材の採用・育成
• 米国の技術優位性の確保と増強
• AIをめぐるグローバル協力の推進

 今後の予定：
• 最終報告書は2021年に発行予定

National 

Security 

Commission 

on Artificial 

Intelligence 

(NSCAI)

https://ww

w.epic.org/

foia/epic-v-

ai-

commissio

n/AI-

Commissi

on-Interim-

Report-

Nov-

2019 pdf
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共通 米国 8-U2 Cyber 

Security 

Evaluation 

Tool 

(CSET) 9.2
をリリース

11月5日 米国国家安全保障省（DHS）セキュリティ・インフラストラクチャセキュリ
ティ庁（CISA）は、Cyber Security Evaluation Tool (CSET) 9.2を
リリース

 CSETの概要
• 総合的なサイバーセキュリティ―アセスメントの一環として、政府及び
産業基準や勧告に基づきコントロールシステムネットワークを評価す
るためのソフトウェアツール

• CSET 9.2は、下記規格に関する更新や追加を含む
• 米国信用組合管理機構 (NCUA) Automated Cybersecurity 

Examination Tool (ACET) Standard

• 米国運輸保安庁 (TSA) 2018 Pipeline security standard

• 国際計測制御学会 (ISA)/国際電気標準会議 (IEC) 62443 

standards

HelpNetSecuri

ty

https://ww

w.helpnets

ecurity.co

m/2019/11

/05/cyber-

security-

evaluation-

tool-9-2/

8-U3 ANSIの
2018-19年
年間報告書
を発行

11月5日 米国国家規格協会（ANSI）は、主要な取り組み及び成果をまとめた2018-

19年次の年間報告書を発行したことを発表
 レポート内容：

• 2018-19年のANSIの主な取組と成果
• ドローンや3Dプリンターの規格整備
• 官民連携の推進
• 地域・国際連携の推進
• 規格を取り巻くエコシステムの強化
• ANSIのエミネンスの向上
• 人材育成の推進
• 認証活動の拡大

• ANSIの財務状況

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

d5e7afb4-

1ec8-

4b9b-

93d8-

e84471adf

973
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共通 米国 8-U4 USTDAは、
ANSIを米・
インド
太平洋
規格・技術
協力
プログラム
の実施主体
に選定

11月7日 米国貿易開発庁（USTDA）はANSIを米・インド太平洋規格・技術協力プ
ログラム（STCP）の実施主体に選定

 プログラム概要
• 政府関係者、産業界代表者を招集し、米国・インド太平洋地域におけ
る商業、産業規格の情報や実務を共有

• 意思決定者たちが国際的なベストプラクティスに沿って規格や検査プ
ロトコル、規制手順を策定、実施することを目的として実施

• ANSIは今後3年間で12の技術ワークショップを開催し、下記分野を含
む技術関連の課題を扱う予定
• スマートグリッド
• 交通エネルギー貯蔵
• スマートシティ
• サイバーセキュリティ
• 医療機器

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

25dfe40d-

330c-

4a42-96f6-

0dfe37acfc

24

8-U5 Defense 

Innovation 

BoardのAI

に関する
報告書が、
倫理指針の
勧告を掲載

11月7日 Defense Innovation Board（DIB）のAIに関する報告書が、倫理指針の
勧告を掲載
 米国政府の独立諮問委員会であるDefense Innovation Board（DIB）はAIに関す
る倫理指針の勧告を含む米国国防省へのガイダンス文書を発表

 勧告の概要
• 同文書はAIの使用に関して、下記の5つの目標を提示し、安全性と追
跡可能性に関する規格とベストプラクティスを整備することを勧告

1. 人間が責任を持つこと
2. 公正であること
3. 追跡可能であること
4. 信頼性があること
5. 制御可能であること

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

b102ad35-

9ee3-

471b-

a2e9-

daad3b8a

420c
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共通 米国 8-U6 ISO、IEC、
ITUは10月
の作業事項
一覧を発行

11月18日ANSIは、国際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）、国際電気
通信連合（ITU）各機関における10月分の作業事項一覧を発行、関連ス
テークホルダへ確認を呼びかけ
 3機関は、機関間連携を深め、また作業重複を避けるため共同で月次の作業事
項一覧を発行

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https://ww

w.ansi.org/

news publ

ications/ne

ws story?

menuid=7

&articleid=

d4120e15-

84b6-

4de6-

b331-

14324bd3

e982

8-U7 イノベー
ションが
創造する
とき：米国
特許商標庁
におけるAI
に関する
最近の取組

11月26日米国特許商標庁は、AIが生み出したイノベーションの特許や著作権、商
標、企業秘密などの知的財産権の取扱いに係るパブリックコメントを募集
（特許関連：11月8日、それ以外：12月16日まで）

 背景：
• AIの発達に伴い、AIが人間の助けなしに生み出したイノベーションに
関する知的財産権の考え方について議論が生起

 今後の予定：
• 米国特許商標庁は、AIが生み出したイノベーションの特許や著作権、
商標、企業秘密などの知的財産権についてパブリックコメントを募集
後、今後の知的財産法制や政策の参考にする想定

• パブリックコメント締切
• 特許関連：11月8日
• 特許以外関連：12月16日

JD Supra https://ww

w.jdsupra.

com/legaln

ews/when-

innovation-

creates-

additional-

68835/
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共通 米国 8-U8 米国上院は、
新たな
プライバ
シー法案
を公表

11月26日米国上院の通商・科学・交通委員会において、消費者のプライバシーの
保護を強化するConsumer Online Privacy Rights Act（COPRA）が
提案
 米国上院の通商・科学・交通委員会において、消費者へのデータプライバシー権
付与や、強力な監視メカニズム創設、実効性のある執行体制の確立を目的とした
COPRA法案が提出

 法案の適用対象：
• 小規模ビジネスなどを除く企業や個人、その個人情報

 法案が保障するプライバシー権：
• 個人情報の使用にあたっての承諾
• 自身の個人情報へのアクセス
• 自身の個人情報の削除や修正
• プライバシーポリシーの透明性確保
• 使用目的を考慮した保持データの最小化
• データセキュリティの提供

IAPP https://iapp

.org/news/

a/u-s-

senators-

unveil-

new-

federal-

privacy-

legislation/
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共通 米国 8-U9 IoT
セキュリティ
に関する
法制度の
乱立に準備
はできてい
るか？：カリ
フォルニア
州で新たな
法律が
施行予定

11月26日米国カリフォルニア州でIoTデバイスのセキュリティに関するカリフォルニ
アIoT法が来年1月に施行予定

 適用対象者：
• カリフォルニア州において、来年1月よりIPアドレスやBluetoothアドレ
スを持ちインターネットに接続可能な機器の製造業者

 法律の要求事項：
• 当該機器の特徴や機能に照らしての妥当性
• 当該機器が収集、保持、送信する情報に照らしての妥当性
• 当該機器や情報が許可されていないアクセスや破壊、使用、変更、
開示からの保護

 法規制の影響：
• 情報セキュリティに関しては連邦法や外国法含め多くの法規制の乱
立しており、今回の法規制は企業の負担を増やす可能性あり

• 当法令は、製造業者に求められるセキュリティ機能があいまいな文言
で書かれているため、下記のような規格等を参照しての対策が必要
であるとの指摘あり
• 米国国立標準技術研究所（NIST）のガイドライン

• NISTIR 8259 Core Cybersecurity Feature Baseline for 

Securable IoT Devices（草案）
• NISTIR 8228 Considerations for Managing Internet of 

Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks

• European Union Agency for Cybersecurity（ENISA）の勧告
• Baseline Security Recommendations for IoT

• Industry 4.0 - Cybersecurity Challenges and 

Recommendations

• 国際計測制御学会（ISA）・国際電気標準会議（IEC）の規格
• ISA/IEC 62443 series

IAPP https://iapp

.org/news/

a/are-you-

prepped-

for-the-

influx-of-

iot-

security-

laws-it-

starts-in-

california/

2155

【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(6/9)

共通分野関連記事詳細（15/37）

共通テーマ別情報詳細

https://iapp.org/news/a/are-you-prepped-for-the-influx-of-iot-security-laws-it-starts-in-california/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U10 あなたのIoT
機器はUL
試験を合格
している
か？

11月27日ULは、IoT製造業者による顧客の懸念への対応と今後予想される法規制
への対応を支援するセキュリティ認証を新たに提供

 認証策定の背景：
• IoTのセキュリティインシデントが多数発生している一方、IoT製造業者
やベンダーを対象とした適正な規格等が不在
• NISTガイドライン（NISTIR 8259、NISTIR 8228）は、IoTを導入す
る企業や機関による利用想定して策定

• 来年1月に施行されるカリフォルニア州やオレゴン州のIoTセキュリ
ティ法制への対応が必要

 認証制度における重点指針（抜粋）：
• 安全にとって重要な操作のマニュアルオーバーライドの提供
• 暗号キーやパスワードなどのパラメーターが機器ごとに固有であるこ
との保証

• システムが既知の脆弱性から保護されているかの試験
• ソフトウェアアップデートの可否
• 業界標準のセキュリティプロトコルの使用

Design News https://ww

w.designn

ews com/c

yber-

security/do

es-your-

iot-device-

pass-ul-

test/82305

03766193

9
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共通 米国 8-U11 カリフォルニ
ア州は、
プライバ
シー法の
ガイドライン
を提案

11月27日米国カリフォルニア州は、来年施行されるCalifornia Consumer 

Privacy Act（CCPA）のガイドラインを発表、12月に公聴会を開催予定
 12月の公聴会は、企業がCCPAを履行する上での方向性を示す機会となる
見込み

 （参考）CCPA制定による連邦、他州への波及動向：
• 連邦

• Online Privacy Act of 2019（法案）：
CCPAの連邦版にあたるデータプライバシーに関する法案を策定

• ネバタ州
• Senate Bill (S.B.) 220：
既存のデータプライバシー法にオプトアウト条項を追加する改正を
実施

• メーン州
• Act to Protect the Privacy of Online Customer Information：
インターネット利用者のプライバシーを保護する法令として来年6
月に施行予定

• ニューヨーク州
• Stop Hacks and Improve Electronic Security Data Act
（SHIELD Act）：
データセキュリティを強化する法令として来年3月に施行予定

※上記の他メリーランド州やマサチューセッツ州でも同様の法案が
審議中

Journal of 

Accountancy

https://ww

w.journalof

accountan

cy.com/ne

ws/2019/n

ov/propos

ed-

guidance-

california-

consumer-

privacy-

act-

20192253

0 html
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共通 米国 8-U12 ASTM
インター
ナショナル、
ARABLAB 

2020を後援

11月13日ASTMインターナショナルは、ドバイ世界貿易センターで開催される
ARABLAB 2020（2020年3月15-18日予定）を後援することを発表
 ASTM Internationalは、約100か国の先端技術研究所が参加するARABLAB 

2020を後援することを発表
 ASTMの高品質の基準とサービスを参加者に広める意向

 ARABLAB 2020の概要
• 世界各地の先端技術研究所が会し、実験科学や器具を展示する展
示会

• ロボティクスとオートメーション、材料試験、法医学と治安、化学工学
等分野からの関係者が参加

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https://ww

w.astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-

sponsors-

arablab-

2020
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共通 中国 8-C1 マルチ
ローター
ドローン用
ブラシレス
サーボ
モーター
システムの
一般仕様
など、93の
国家規格の
外国語版
策定を決定

11月5日 国家標準化管理委員会は、マルチロータードローン用ブラシレスサーボ
モーターシステムの一般仕様など、93の国家規格の外国語版を策定する
ことを決定

 外国語版策定を予定する規格規格（一部抜粋）：
• 20171674-T-604：マルチロータードローン用ブラシレスサーボモー
ターシステムの一般仕様（英語）

• 20171675-T-604：新エネルギー自動車用エアコンコンプレッサー用
サーボモーターシステムの一般仕様（英語）

• GB/T 32320-2015：銀行の基本要件（ミャンマー語、ラオス語）
• GB/T 31168-2014: 情報セキュリティ技術クラウドコンピューティング
サービスセキュリティ機能要件（英語）

• GB/f30001. l-2013：情報技術RFベースのモバイル決済笫1パート：
RFインターフェイス（英語） 等

中国国家
標準化管理
委員会（SAC）

http://www.

sac gov.cn

/sbgs/sytz/

201911/P0

20191105

53824904

6436 pdf
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共通 中国 8-C2 中国電子
技術標準化
研究院が
第36回ISO 

/ IEC JTC1
リーダーズ
ミーティング
に参加

11月11日中国電子技術標準化研究院が第36回ISO / IEC JTC1リーダーズミー
ティングに参加（11月3日~8日＠ニューデリー、インド）

 協議内容：
• 組織の編成や新たな組織設立を決定

• WG13（信頼性）の設立
• AG7（信頼性）の取下げ
• 技術レポートと技術仕様の特別グループの設立
• AG2（オープンソースソフトウェア）、AG15（標準とポリシー）の2つ
のコンサルティンググループの再設立

• SC17の議長、AG3のコンビーナ、ISO TC307リエゾンオフィサー
を含む23人のスタッフの指名

• システム統合標準化ガイドやJTC1計画作業手順などの常設文書
の更新

• ブロックチェーン及び人工知能関連の標準化作業の強化のための
新組織の設立

 参加者：
• 中国、米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、日本、韓
国など19カ国から80人の代表

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5762

.html
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共通 中国 8-C3 中国電子
技術標準化
研究院が
第3回
人工知能
チップテスト
規格策定
会議を開催

11月12日中国電子技術標準化研究院（CESI）が第3回人工知能チップテスト規格
策定会議を開催（11月6日＠北京）

 協議内容：
• 参加者が人工知能チップのテスト規格のドラフトについて議論
• 人工知能チップテストの主要指標と方法をさらに明確化し、次の作業
計画を策定

 参加者：
• 中国科学院コンピューティング技術研究所、清華大学、Huawei 

Hisilicon、Cambrian、Alibaba、Etu Technology、Qizhi Electronics、
CLP、Horizon、Fourth Paradigm

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5769

.html

8-C4 ISO / IEC 

JTC 1 量子
コンピュー
ティングアド
バイザリー
グループが
最初の対面
での会議を
開催

11月14日第36回ISO / IEC JTC 1の全体会議にあわせ、ISO / IEC JTC 1のアドバ
イザリーグループが対面での会議を初めて開催（11月3日＠ニューデリー、
インド）

 協議内容：
• SC 7（ソフトウェア及びシステムエンジニアリング小委員会）、SC 27
（情報セキュリティ技術小委員会）、SC 38（クラウドコンピューティング
及び分散プラットフォーム小委員会）、SC42（人工知能小委員会）に
ついて、研究報告書の改訂や「情報技術量子の量的用語と語彙」の
国際提案案について議論し、次の作業ステップを決定

 参加者：
• 中国、米国、ロシア、英国、日本、インド、南アフリカなどの代表者

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5791

.html
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共通 中国 8-C5 国家情報
技術標準化
技術委員会
IoT
小委員会の
第1回全体
会議が開催

11月15日全国情報技術標準化技術委員会IoT小委員会の第1回全体会議が開催
（11月13日＠北京、中国）

 協議内容：
• Zhao Bo電子技術標準化研究院所長が、IoTの標準化促進のために
全国情報技術標準化技術委員会が行った作業内容について報告
• IoT小委員会は、今後、情報技術標準化技術委員会の標準化作
業方針に基づいて標準化作業を実施することが望まれると発言

• Guo Huanxin国家市場監督管理総局標準技術管理部副所長が、過
去10年間のIoT標準化作業の進捗状況と段階的な成果をまとめ、規
制改善するシステムの確立や高度な技術への転換、国際標準化の促
進等を提案

• Gan Xiaobin技術部標準課長は、国内外のIoT技術と産業の開発状
況を分析し、ISOの関連作業と中国のIoT標準の現状を報告

• Yin Hao IoT小委員会委員長は、小委員会のメンバーの役割を明確
にし、IoT小委員会が標準システムを改善し、主要な技術標準の開発
を促進し、国際標準化のレベルを向上させていくと説明

 参加者：
• 35人の委員会メンバーほか、メンバーの所属組織から80人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5801

.html
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共通 中国 8-C6 中国電子
技術標準化
研究院の
IoTの新た
なインフラ
構築を
サポート
する標準化
戦略が、
2009年
~2019年に
おけるIoTの
トップ10の
成果の1つ
に選出

11月20日 2019年の中国IoT会議において、中国電子技術標準化研究院のIoTの新
たなインフラ構築をサポートする標準化戦略が、2009年~2019年におけ
るIoTトップ10の成果の1つとして選出（11月11~13日＠南京、中国）

 中国IoT会議概要：
• 中国電子学会と中国通信協会が主催。省庁、地方政府、研究者、
研究機関や大学をまとめるために設立された、学術交流プラット
フォーム

 中国電子技術標準化研究院の成果：
• 2009年年にIoTの国内および国際標準化作業が開始されて以来、国
家IoT基本標準ワーキンググループ、国家情報セキュリティ標準化技
術委員会、および全国情報技術標準化技術委員会センサーネット
ワーク規格ワーキンググループなどの関連規格および技術組織の事
務局として、IoTに関連する約200の規格策定プロジェクトを推進。現
行91の国家規格、および58の業界規格が正式にリリース

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5811

.html
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共通 中国 8-C7 当研究院は
国内の専門
家を組織し、
ISO / IEC 

JTC1 / 

SC41の第6
回全体会議
に参加

11月26日CESIは、ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and related 

technologiesの第6回会議に参加
（11月18～22日@サンクトペテルブルク、ロシア）

 討議内容：
• 中国が主導するIoT相互運用性のプロジェクトを推進
• CESIの専門家を、ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger 

technologies及びIEC TC 57 Power systems management and 

associated information exchangeのメンバーとして推薦
• 中国の専門家は、ISO/IEC 21823-4 Internet of Things (IoT) -

Interoperability for Internet of Things Systems –Part 4: Syntactic 

interoperabilityを共同編集
• ISO/IEC 30165 Internet of Things (IoT) — Real-time IoT 

frameworkについて、CD案を作成
• IoT爆発性危険化学物質、IoT監視システム及びIoT生態学的環境の
国際標準に関する新作業項目を報告

 参加者：
• 中国、米国、スウェーデン、ドイツ、フランス、日本、韓国、インド等13
カ国から60人以上の専門家

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5841

.html

8-C8 中国国務院
工業情報部
は、機械通
信システム
の周波数使
用を強化
するための
規制を発行

11月29日中国工業情報化部は、「強化された機械通信システムの周波数使用の管
理に関する規則（暫定）」を発行

 規則概要：
• IoTの周波数使用に関するニーズに対応
• eMTCシステムの動作周波数帯域と周波数ライセンスの実装対象を
明確化

• eMTCシステムの送信電力、帯域外放射及び無線周波数技術指標を
規制し、関連要件を指定

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7548709

/content ht

ml
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共通 中国 8-C9 27社は
中国初の
顔認証に
関する国家
規格を起草

11月29日中国企業27社は、ワーキンググループを開催し、顔認証技術の国家規格
の策定を開始

 規格策定概要：
• 情報技術の国家標準化を担当する政府機関である国家情報セキュリ
ティ標準化技術委員会の会議にてWG組成が決定

• 規格の法的拘束力の有無は未決定
• 規格策定に際しては、Sense Time、Tencent、Ping An Insurance、

Dahua Technology、Ant Financial、Xiaomi、iFlytek等の27社がメン
バーとして参画

Sixth Tone http://www.

sixthtone.c

om/news/1

004893/27

-

companies

-drafting-

chinas-

first-

national-

facial-

recognition

-standard

8-C10 電子情報分
野における
標準化に
関するセミ
ナーが北京
で開催

11月8日 工業情報化部電子情報部門が電子情報分野における標準化に関するセ
ミナーを開催（11月8日＠北京、中国）

 協議内容：
• Qiao Yueshan工業情報化部電子情報部長が「標準化作業の改革を
深め、電子情報産業の質の高い発展を促進」と題した作業報告書に
基づき、過去1年間の電子情報分野の標準化作業の進捗状況を報告

• Guo Huanxin国家市場監督管理総局標準技術管理部長が、中国の
標準化作業の改革における成果を紹介し、標準化の次のステップは、
電子情報分野における作業の全体計画及び標準化委員会システム
の構築の改善に焦点を当てるべきと指摘

• Gan Xiaobin工業情報化部科学技術部標準課長が、標準化作業は、
産業革命の新ラウンドの要件に積極的に適応し、市場化、実用性及
び国際化等に関して改善の必要があると指摘

 参加者：
• 工業情報化部電子情報部門、中国電子技術標準化研究院、中国電
子技術集団公司、関連産業の業界団体などから90人以上

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7511258

/content ht

ml
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共通 中国 8-C11 中国電子
技術標準化
研究院が
IoT標準
イノベー
ション開発
サミット
フォーラムを
共催

11月18日中国電子技術標準化研究院（CESI）と中国全国情報技術標準化技術委
員会IoT小委員会がIoT標準イノベーション開発サミットフォーラムを開催
（11月13日＠北京、中国）

 フォーラム概要：
• 全国情報技術標準化技術委員会IoT小委員会のYin Hao氏が、「5G
がデジタルエコノミーを促進し、インターネットを加速する」と題してス
ピーチ

• CESI IoT研究センターのYang Hong氏が「IoT産業と標準化の進展」
と題した講演を行い、 IoT産業の状況と技術動向を分析し、中国の
IoT標準化の進展と国際標準化作業の成果について紹介

• 北京Xiaomi Mobile Software、Putian Digital、重慶電信大学、長安
大学等の研究者が、IoT戦略やIoTに関する技術の開発状況について
講演

 参加者：
• 80以上の企業及び機関から120人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http://www.

cesi.cn/20

1911/5810

.html

8-C12 北京で世界
5G会議が
開催

11月25日世界5G会議が開催され、中国工業情報化部等の政府関係者も出席
（11月21日＠北京、中国）

 共催：
• 北京市政府、国家発展改革委員会、科学技術部、工業情報化部

 Miao We工業情報化大臣開会挨拶要旨：
• 規格の統一がグローバルなモバイル通信開発の重要な基盤であるこ
とが証明されているため、各国の通信事業、機器製造会社、及び研
究機関が協力して、グローバルに統一された5G国際規格の形成を促
進することが重要

• 中国政府は5Gネットワークセキュリティを非常に重視しており、グロー
バル企業が中国の5G構築に参加することを歓迎

• 中国は公式に5G商用サービスを開始しており、現在、全国に11万
3,000の5G基地局が開設され、87万人のユーザーが5Gに登録

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n7039597

/c7538122

/content ht

ml
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共通 中国 8-C13 工業情報化
部が5G
セキュリティ
サミット
フォーラム
2019に参加

11月25日 5Gセキュリティサミットフォーラム2019が開催され、工業情報化部ネット
ワークセキュリティ管理局長が後援（11月21日）

 テーマ：
• 5G時代のセキュリティ戦略

 Zhao Zhiguo工業情報化部ネットワークセキュリティ管理局長講演要旨：
• Xi Jinping国家主席のサイバーセキュリティに関する一連の重要な指
示に基づき工業情報化部は様々な活動を展開しており、今後も追跡
調査、リスク評価、標準仕様、パイロット事業等将来を見据えて体系
的に活動を推進

• 5Gネットワークセキュリティの構築とデジタル経済の高品質な開発促
進のため、下記4つを重要視
1. コンセンサス構築および開発とセキュリティの調整
2. 技術的なブレークスルーの加速と安全なエコシステムの構築
3. キャパシティビルディングの強化とサイバーセキュリティ保護のレ
ベルの継続的改善

4. 国境を越えた協力の深化と調和的なネットワークセキュリティガバ
ナンスシステムの構築

 参加者：
• 中国サイバースペースセキュリティ協会、中国工程院、国際標準化機
関、科学研究機関、サイバーセキュリティ企業などから400人以上

中国工業
情報化部

http://www.

miit gov.cn

/n1146290

/n1146402

/n1146440

/c7540195

/content ht

ml
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共通 タイ 8-A1 タイがAIの
倫理ガイド
ラインを
起草

11月4日 タイデジタル経済社会省（DES）が、同国初の人工知能（AI）倫理ガイドラ
インを起草

 起草関与者：
• 在タイ米国多国籍企業やマヒドン大学が作成に協力

 ガイドライン概要：
• 技術開発に携わる研究者、開発者、サービスプロバイダーが従うべき
プラクティスとして作成

• タイ4.0イニシアチブの下で、次世代オートメーション、インテリジェント
エレクトロニクス、メディカルツーリズム、高度な農業とバイオテクノロ
ジー、食品加工、ロボット工学、ヘルスケア、航空、物流、バイオ燃料、
生化学、デジタル産業等で幅広く使用されることが期待

 今後の予定：
• DESは公開フォーラムや関連団体から意見を募集する予定

Opengov Asia https://ww

w.opengov

asia.com/t

hailand-

drafts-

ethics-

guidelines-

for-ai/
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共通 マレー
シア

8-A2 越境
ハッキング
もカバーす
る
個人データ
保護法の見
直し

11月14日マレーシア通信マルチメディア省は、2010年の個人情報保護法について、
データ漏えい者だけでなく、漏えいした情報の受信者にも適用されるよう
内容を見直していることを発表

 Gobind Singh Deo通信マルチメディア大臣発言要旨：
• 「個人データ保護局（JPDP）が実施している見直しにより、ASEAN諸
国との協力を通じて国境を越えたハッカー活動に対する行動が可能
になり、国内では個人データの漏洩に対処するための対策を改善及
び強化できる」

malaymail https://ww

w.malaym

ail.com/ne

ws/malaysi

a/2019/11/

14/review-

of-

personal-

data-

protection-

law-to-

cover-

cross-

border-

hacking/18

09872

ASEAN 8-A3 GSMAが
ASEAN
ビジネス
向けの規制
パイロット
スペースの
立ち上げを
支援

11月15日モバイル通信事業者の業界団体GSM Association（GSMA）が、新たな
規制パイロットスペース（RPS）の構築により、ASEAN全体での情報流通
が促進されることに期待を表明

 Emanuela Lecchi GSMAアジア太平洋公共政策部長発言要旨：
• 国境を越えたデータフローを促進することにより、APAC地域は経済
活動を加速し、新しい技術、プラットフォーム、サービス、インフラストラ
クチャの開発促進が可能

Mobile IT 

World

https://mob

ileidworld.

com/gsma-

helps-

launch-

regulatory-

pilot-

space-

asean-

businesse

s-111509/
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共通 ASEAN 8-A4 第52回
ASEAN
標準化・
品質管理
諮問評議会
が開催

11月25日第52回ASEAN標準化・品質管理諮問評議会（ACCSQ）が開催
（11月25日＠ヤンゴン、ミャンマー）

 協議概要：
• 各国は自動車及び自動車部品の相互承認協定（MRA）、建築資材に
関するMRA、伝統的医薬品と機能性食品に関するMRAついて継続し
て議論

• 貿易のさらなる促進のため、デジタル貿易標準、建設、化学物質に関
する3つのワーキンググループを設立

 参加者：
• ASEAN 10か国及びIEC、ISO、韓国、日本、ドイツ国立物理工学研
究所、EUなどASEANパートナー国の標準化機関の代表者

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https://tcvn

.gov.vn/20

19/11/hoi-

nghi-lan-

thu-52-

cua-uy-

ban-tu-

van-ve-

tieu-

chuan-va-

chat-

luong-cua-

asean/

タイ 8-A5 SGSが第2
回「タイの
データプライ
バシーコン
プライアンス
の対応準
備」セミナー
を開催

11月28日SGSが第2回「タイのデータプライバシーコンプライアンスの対応準備」
セミナーを開催
 2019年5月24日に発表されたデータプライバシー法2562（2019）に対応するため、
組織内のデータプライバシーの保護に適用されるISO 27001、ISMS（情報セキュ
リティマネジメントシステム）とデータプライバシーの関係など、データプライバシー
コンプライアンスに関する知識を提供

SGS Thailand https://ww

w.sgs.co.t

h/en/news/

2019/11/d

ata-

privacy-

complianc

e-seminar
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共通 国際 8-O1 JTC1総会
がニューデ
リーで開始

11月4日 ISO/IEC JTC 1 Information Technologyの総会が開始
（11月4～11日＠ニューデリー、インド）

 会議概要：
• インド標準局（BIS）が主催
• 約90か国の代表者及びJTC 1小委員会の委員長が、ICT分野の国際
標準開発に関する作業プログラムを討議

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https://blog

.iec ch/201

9/11/jtc1-

plenary-

begins-in-

new-delhi/

/

8-O2 テクノロジー
の力を取り
入れる

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceの活動状況を
紹介

 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence概要：
• 国際電気標準会議（IEC）と連携し、2017年に設立
• 用語と定義、リスク管理、AIシステムのバイアスと信頼性、ニューラル
ネットワークの堅牢性、機械学習システム、倫理的及び社会的懸念等、
AIに関する幅広い分野について検討

• 27の加盟国が参加し、また13カ国がオブザーバーとして参加
• ビッグデータに関連する3つの規格を既に公開し、現在13のプロジェク
トが開発中

 委員会の主要メンバー：
• Ray Walshe氏（ Assistant Professor of ICT Standardization, 

Dublin City University）
• Wo Chang氏（Digital Data Advisor, Information Technology 

Laboratory (ITL) of the National Institute of Standards and 

Technology (NIST) ）
• Dr Tarek Besold氏（Scientific Advisor, Neurocat/Chief 

Behavioural Officer (CBO), Telefonica Innovation Alpha Health）

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //www

iso.org/ne

ws/ref2451

html

2171

【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(1/7)

共通分野関連記事詳細（31/37）

共通テーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2451.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

共通 国際 8-O3 倫理化する
か否か…

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceのWG 3 

Trustworthiness及び当WGにおけるAIに関する標準化活動を紹介
 規格策定活動概要：

• WG 3 Trustworthinessは、AIに関する倫理的及び社会的な考慮事
項の収集及び特定活動を実施中

• ISO/IEC AWI TR 24368 Information technology — Artificial 

intelligence — Overview of ethical and societal concernsを策定中
であることに言及

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //www

iso.org/ne

ws/ref2454

html

8-O4 全ては信頼
である

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceのWG 3 

TrustworthinessにおけるAIに関する規格策定活動等を紹介
 規格策定活動概要：

• WG 3 Trustworthinessが中心となりAIに関する複数の規格を策定中
• ISO/IEC PDTR 24028 Information technology — Artificial 

Intelligence (AI — Overview of trustworthiness in Artificial 

Intelligence

• ISO/IEC AWI 23894 Information Technology — Artificial 

Intelligence — Risk Management

• ISO/TC 262 Risk managementと連携し、ISO 31000 Risk 

managementを基盤に草案を作成中
• ISO/IEC CD TR 24029-1 Artificial Intelligence (AI) — Assessment 

of the robustness of neural networks — Part 1: Overview

• ISO/IEC NP TR 24027 Information technology — Artificial 

Intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision 

making
 （参考）EUにおける活動動向：

• EUは、High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG)を
設立

• 倫理的、法的、社会的側面を含む人工知能に関する欧州戦略の実装
をサポート

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //www

iso.org/ne

ws/ref2452

html
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共通 国際 8-O5 AIの有望性
を明らかに
する方法

11月11日 ISOは、ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceのWG 4 Use 

cases and applicationsにおけるAIに関する規格策定活動を紹介
 規格策定活動概要：

• 統計、ソフトウェアエンジニアリング、AI、データサイエンス及び運用研
究との関係も含め、機械学習における用語と概念のマッピングに取り
組み
• ISO/TC 69 Applications of statistical methodsとも協力

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //www

iso.org/ne

ws/ref2453

html

8-O6 最新の
ISOFOCUS
でAIの時代
を受け入れ
る

11月11日 ISOは、ISOfocusの11月／12月号「The age of artificial 

intelligence」を発行
 特集内容：

• AIを取り巻く神話の一部を取上げ、ヘルスケア、スマートマニュファク
チャリング、ロボット工学、インテリジェント輸送システム等、AIが社会
にもたらす潜在的な利益を強調

 S. Joe Bhatia氏（President and CEO, the American National 

Standards Institute (ANSI)）発言要旨：
• 「AIの可能性を解き放ち、その採用に対する障壁を取り除くために、
世界的に受入れられる自発的な合意基準が重要である」

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //www

iso.org/ne

ws/ref2450

html
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共通 国際 8-O7 AIエコ
システムに
関する国際
標準化
委員会が
マイルス
トーンを
達成し、
新しい研究
分野を開始

11月11日 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceの総会が開催され新たな
諮問グループの設置を決定（10月@東京）

 会議概要：
• 経済産業省（METI）、日本情報処理学会情報規格調査会
（IPSJ/ITSCJ）が主催

 協議内容：
• SC 42作業プログラムの50％以上が、最初の作業ドラフト状態を過ぎ、
次の開発段階へ移行（以下、対象規格例）
• ISO/IEC 22989 Concepts and terminology

• ISO/IEC 23053 Framework for AI systems using machine 

learning

• ISO/IEC 24030 AI Use Cases

• ISO/IEC 24029-1 Assessment of robustness of neural 

networks Part 1: Overview

• ISO/IEC 20547-1 Big data reference architecture – Part 1: 

framework and application process

• ISO/IEC 20547-3 Big data reference architecture – Part 3: 

reference architecture

• 2つの諮問グループを新設
• SC 42/AG 1 AI Management Systems Standard (MSS)

• 管理システム標準の要素を特定、実行可能性の実証調査を準
備

• 次回本会議（2020年4月）にて、報告書を提出予定
• AI Systems Engineering Advisory Group

• 既存のエンジニアリングプラクティスとAIのベストプラクティス間
のギャップ分析を実施、標準化の機会を特定

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog.

iec.ch/2019

/11/internat

ional-

standards-

committee-

on-ai-

ecosystem-

achieves-

milestone-

and-

launches-

new-areas-

of-study/

2174

【情報収集結果】その他地域、機関における共通分野の標準化動向(4/7)

共通分野関連記事詳細（34/37）

共通テーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/11/international-standards-committee-on-ai-ecosystem-achieves-milestone-and-launches-new-areas-of-study/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨
情報源

(機関・団体名／URL)

共通 国際 8-O8 規格開発に
おける
持続可能性
のための
ガイドでISO
は明るい
未来を描く

11月20日 ISOは、「ISO GUIDE 82:2019 Guidelines for addressing 

sustainability in standards」を発行
 ISO GUIDE 82概要：

• ISO規格及び類似規格の開発者向けに、規格の起草、改訂、更新時
における持続可能性への考慮に関するガイダンスを提供

• 第1版を改訂する形で、発行
• ISO規格による国連の持続可能な開発目標（UN SDGs）のサポー
トに関する情報を記載

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //www

iso.org/ne

ws/ref2457

html

8-O9 JTC 1総会
のインド
での開会

11月22日 ISO/IEC JTC 1 Information technologyは、インドにて総会を開催
（11月@ニューデリー）

 会議概要：
• インド標準局（BIS）が主催
• 20か国以上より100名以上の代表者が参加

 討議内容：
• Trustworthinessに関するワーキンググループを新設

• ISO/IEC TS 24462 Ontology for Trustworthiness Assessment
に関する作業を担当

• JTC 1 Emerging Technologies and Innovation（JETI）は、Brain-

computer Interface（BCI）に関するレポートを実施
• VR/ARベースのICT統合システムのユースケースに関する諮問グ
ループは、VR/ARベースの教育及びトレーニングシステムの開発ガイ
ドラインに関する新しい作業項目を提案

 今後の予定：
• メタリファレンスアーキテクチャに関する諮問グループは、ワークショッ
プを開催予定（2020年9月1～3日@ブリュッセル、ベルギー）

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog.

iec.ch/2019

/11/jtc-1-

plenary-

inaugural-

visit-to-

india/
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共通 国際 8-O10 クラウドコン
ピューティン
グの標準化

11月28日 IECは、ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed 

Platformsの活動を紹介
 クラウドコンピューティングにおける定義、国際標準の役割、イノベーション、デー
タフローの管理に関して動画で紹介

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog.

iec.ch/2019

/11/standar

dizing-

cloud-

computing/

8-O11 IECは第25
回中国義鳥
市国際博覧
会に参加

11月6日 IECは、第25回中国義鳥市国際博覧会に参加（10月21～25日 @義鳥市、
中国）

 イベント概要：
• 国家標準化委員会（SAC）、中国商務部及び浙江省当局が主催
• 中国、米国、欧州の標準化機関及び認証機関や中国、韓国、オース
トラリア、日本、ブラジル、ドイツ、イタリアの企業2,000社から約
20,000人が参加

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog.

iec.ch/2019

/11/iec-

takes-part-

in-25th-

china-yiwu-

internation

al-fair/

8-O12 IOT 

Solutions 

World 

Congress
の議題に関
するAI標準

11月21日 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligenceの議長は、IoT 

Solutions World Congress 2019のAI＆Cognitive Systems Forum
にて発表（10月@バルセロナ、スペイン）

 イベント概要：
• 産業用IoTに関し、コネクティッド輸送、製造、エネルギー、ヘルスケア、
建物とインフラ、オープン産業のテーマをハイライト

• AI&Cognitive SystemsとBlockchainの2つのフォーラムを実施
• Wael Diab氏（ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence議長）は、

ISO/IEC JTC 1 SC 42の作業内容を紹介した後、標準と新たなAIエ
コシステムの重要性について発表

 参加者：
• 16,000人以上の参加者と300人の専門スピーカーが参加

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog.

iec.ch/2019

/11/ai-

standards-

on-the-

agenda-at-

iot-

solutions-

world-

congress/
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共通 国際 8-O13 インターネッ
トの新しい
公共政策–
ベルリンで
の2019 IGF

11月22日ドイツにてインターネットガバナンスフォーラム（IGF）を開催
（11月25～29日@ベルリン）

 IGF概要：
• 国連管轄化に設置されたフォーラム
• インターネットガバナンスの問題に関し、各界関係者間で政策対話を
実施

 協議内容：
• AI活用により広がる格差のリスク
• サイバー犯罪対策のための法執行機関によるデータのアクセス権
• デジタルプラットフォームにおけるプライバシーの保護
• 違法コンテンツ対策とデジタル権利の保護

Council of 

Europe

https //www

coe.int/en/

web/portal/

-/new-

public-

policies-

for-the-

internet-

our-

contributio

n
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✔ 欧州 1-E1
Philipp Paech博士が議長を務めるフィンテックと規制に
関するEU専門家グループの報告書

London School of Economics and Political 

Science (LSE)

✔ ✔ 欧州 1-E2
フィナンシャルイノベーションを妨げる規制への対策に関する
提言

Ecommerce Europe

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E3
サスティナブル金融：欧州委員会は、EU横断的な持続可能な
投資のための分類システム（タクソノミー）を歓迎

European Commission

✔ 欧州 1-E4 2020年に欧州において新たな暗号通貨規制が施行 AtoZ Markets

✔ フランス 1-E5
フランスの銀行、金融当局は気候変動、サスティナブル
金融に関する委員会を設立

DLA Piper

✔ 欧州 1-E6
欧州委員会は、金融サービス業界のサステイナビリティに関
する情報開示に関する規制を発行

JD Supra

✔ 欧州 1-E7 EUのサステイナブル金融にとって大きな前進 JD Supra

✔ 欧州 1-E8
欧州銀行監督局は、サスティナブル金融に関するアクションプ
ランを発表

Jones Day

✔ 中国 1-C1
全国ブロックチェーンおよび分散型会計技術標準化技術委員
会のメンバーを募集

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 1-C2 中国の中央銀行が北京でフィンテックのパイロット規制を開始 Xinhua

✔ 中国 1-C3

中国標準化研究院が支援する「グリーンインクルーシブロー
ンの実施要件」等3件の湖州グリーンファイナンスローカル基
準のレビューが完了

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 1-C4
中国は国内ブロックチェーン、フィンテック規格へ外国企業を
招集

Ledger Insights

✔ 中国 1-C5
中国標準化研究院が支援する湖州地方基準「地域グリーン
ファイナンス開発指標評価基準」が発行

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 1-C6
ISO持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322）の第2回全
体会議が深圳で開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 1-C7
国際標準化機構持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322）
の第2回全体会議が深圳で開催

全国金融標準化技術委員会（SAC/TC180）
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✔ 中国 1-C8 中央銀行李偉：金融関連技術の標準導入を加速 中国电子银行网

✔ ✔ ✔ 中国 1-C9
全国情報技術標準化技術委員会のカード及び識別セキュリ
ティ機器小委員会の2019年全体会議

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 1-C10
CNISは、金融業界における企業規格のリーディングプレイ
ヤーに関する会議開催を支援

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 1-C11
銀行間市場技術標準化活ワーキンググループの2019年作業
部会が上海で開催

全国金融標準化技術委員会（SAC/TC180）

✔ 中国 1-C12
「金融業界情報システム多活技術仕様レファレンスアーキテ
クチャ」など3つの金融業界規格の審査通知

全国金融標準化技術委員会（SAC/TC180）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 1-C13
中国電子技術標準化研究院は、中国ブロックチェーン技術・
産業開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 1-C14
違法に個人情報を収集して使用するアプリ評価基準！
これらの6つの動作に注意

据网经社

✔ 中国 1-C15
中国標準化研究院が市場監督管理総局の若手幹部の
ブロックチェーン学習・交換活動に参加

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 1-C16
中国人民銀行の経営管理部は、「テンセントの金融基準」に
関する特別なトレーニングを成功裏に開催

全国金融標準化技術委員会（SAC/TC180）

✔ 中国 1-C17
持続可能な金融の国際標準に関する公開セミナーが
深圳で開催

全国金融標準化技術委員会（SAC/TC180）

✔ ✔ ベトナム 1-A1
フィンテック企業は、オンライン決済サービスプロバイダーの
外国人所有権制限の可能性を懸念

Viet Nam News

✔ マレーシア 1-A2
マレーシア中央銀行が、金融セクターにおける電子KYCの使
用のための規制の草案を公表

Riskscreen

✔ タイ 1-A3 改造した携帯電話の使用を禁止 Bangkok Post

✔ マレーシア 1-A4
イラン、トルコ、マレーシアは統一のイスラム暗号通貨に
ついて議論

Bitcoin.com

✔ マレーシア 1-A5 マレーシアにて、情報銀行5行にライセンスを発行予定 Financemagnates.com

✔ シンガポール 1-A6 シンガポールのFintechフェスティバルで起きたこと BFSI
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✔ 国際 1-O1
ITU、デジタルファイナンスへの信頼構築に関する新しい
レポートを発行

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 1-O2
気候債券イニシアチブは、Climate Bonds Standard (CBS) 
の第3版を発行

Climate Bond Initiative

✔ 国際 1-O3
「FIGIセキュリティクリニック」でフィンテックのセキュリティに関
する専門家の洞察を獲得

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 欧州 2-E1

COCIR、EFOMP、ESTROは、放射線治療機器メーカー向け
のユーザーへの情報提供方法に関するガイドライン
を発行

European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and 

Healthcare IT Industry (COCIR)

✔ ドイツ 2-E2 高齢者に優しい世界の構築
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 欧州 2-E3
MedTech Europeは、AIに関するポジションペーパーを
発表

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E4
医療機器のための新たなシンボルがISOのウェブサイトで利
用可能

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E5
CEN、CENELEC、ETSIは、ICTのアクセシビリティに関する
新たな規格を開発

CEN-CENELEC Management Centre 

(CCMC)

✔ 欧州 2-E6
医療機器規則：EUは患者とヘルスケアシステムが特定の低
リスク医療機器を引き続き利用し続けられるよう措置を採択

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 英国 2-E7
BSIは医療機器メーカーによるリスク管理システムの近代化を
支援

British Standards Institution (BSI)

✔ 英国 2-E8
BSIはオランダにおける体外診断用医療機器規則の認証機
関に指定

British Standards Institution (BSI)

✔ 欧州 2-E9
EU医療機器規則の規格整合化プロセスと対応のための

5つの方法
Master Control

✔ 米国 2-U1
ANSIは、中国国家薬品監督管理局（NMPA）の代表団を受け
入れ

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 2-U2 AMIAは、Cures 2.0における新たな改革を要求
American Medical Informatics Association 

(AMIA)
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✔ 米国 2-U3
新たな報告書を発行：健康を推進：SMART/HL7 Bulk Data 

Export/FLAT FHIRを進化
SMART

✔ 米国 2-U4
医療用画像に関する新規格は、RFコイルの表面温度の
測定をカバー

National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA)

✔ ✔ 米国 2-U5
Apple、Google、Amazonは、共同でスマートデバイスの
基準を検討

Japan Times

✔ ✔ ✔ 米国 2-U6

IEEE P802.11ax™は、室内及び過密な都市部における5G
利用の仕様を満たし、より良いネットワークパフォーマンスを
実現

IEEE Standards Association (IEEE SA)

✔ 米国 2-U7 HL7は、ゲノム報告の実施ガイドを発行 Health Level Seven (HL7)

✔ 米国 2-U8 薬品不足と製品標準化が、静脈注射薬の利用を阻害 DrugTopics

✔ ✔ ✔ 米国 2-U9 2019年の振り返り：標準化活動
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 2-U10
どの様に我々は医療分野のサイバーセキュリティ保障のため
の協調的アプローチを築いたか？

MedTech Intelligence

✔ ✔ ✔ 中国 2-C1
家電及び軽工業標準技術産業研究院が作成した2つの
団体規格のレビューが完了

家電及び軽工業標準技術産業研究院
（SAC/TC46）

✔ ✔ 中国 2-C2
「産業および類似用途の除湿機」の規格策定会議が北京で開
催

中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ 中国 2-C3
「スマートテレビのインテリジェント評価のための技術仕様」に
関する規格策定会議が北京で開催

中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C4

2019年の産業技術基本公共サービスプラットフォームプロ
ジェクト「IoT標準検証及びテスト公共サービスプラットフォー
ムの構築」キックオフミーティング

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C5
国家規格「オーディオ、ビデオ、情報技術および通信技術機
器パート1：セキュリティ要件」会議の開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C6 中国は監視技術で存在感 Financial Times
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✔ 中国 2-C7
国際標準化機構（ISO）の高齢化に関する技術委員会（ISO / 

TC 314）の国内技術委員会のメンバーを募集
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 2-C8
国立人間工学標準化技術委員会（SAC / TC 7）2019年
年次総会を開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国
2-C9

中国電子技術標準化研究院は、中国ブロックチェーン
技術・産業開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発
会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C10

中国全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員
会の国際標準化作業会合、マシンインテリジェンス指向の
データコーディングワーキンググループ発足会合が開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国 2-C11
中国全国情報技術標準化技術委員会の第4回委員長会議が
北京で開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
2-C12 違法に個人情報を収集して使用するアプリ評価基準！

これらの6つの動作に注意
据网经社

✔ ✔ ✔ 中国
2-C13 全国情報技術標準化技術委員会のカード及び識別セキュリ

ティ機器小委員会の2019年全体会議
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ベトナム 2-A1 ISO 14971：リスクの低減、医療機器の安全性の促進
Directorate for Standards, Metrology and 

Quality （STAMEQ）

✔ ✔ インドネシア 2-A2 標準化をサポートするPusrisbangの研究結果 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ 国際 2-O1
新しい合同諮問グループの議長であるJohannes Kochへの
インタビュー

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O2 医療機器のリスクを低減する：国際ガイダンスが改訂
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ 国際 2-O3
IoTは、各領域において限られたソリューションのみが生き残
る時代に

Profit from IoT

✔ 国際 2-O4 デジタルヘルスケアと患者情報の管理
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O5 医療機器のリスクマネジメント：ISO 14971のアップデート MEDIcept
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✔ ✔ 国際 2-O6

Silicon LabsとZ-Wave Allianceは、Z-Waveを半導体とスタッ
クサプライヤーに開放することでスマートホームのエコシステ
ムを拡大

Electronics Maker

✔ 国際 2-O7 2020年に向けた医療画像・情報に関するトップ10のトレンド OTech

✔ 国際 2-O8
Kaleidoscope 2019において、障がい者のための認証ソ
リューションが1位を獲得

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 2-O9 CES 2020にZigbee Allianceが参加予定 Zigbee Alliance

✔ ドイツ 3-E1 DINは、付加製造（AM）を簡素化 Deutsches Messe

✔ 米国 3-U1
IEEE RAS のロボットビジョンのための深層学習に関する技
術教育プログラム（TEP）

IEEE Robotics ＆ Automation Society 

(RAS)

✔ ✔ ✔ 米国
3-U2

IEEE P802.11ax™は、室内及び過密な都市部における5G
利用の仕様を満たし、より良いネットワークパフォーマンスを
実現

IEEE Standards Association (IEEE SA)

✔ 米国 3-U3
ASTMインターナショナルは、第3回付加製造ワークショップを
開催

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ 米国
3-U4

2019年の振り返り：標準化活動
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 中国 3-C1
全国自動車標準化技術委員会車両小委員会2019年
規格審査会議及び表彰会を北京で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 3-C2
「電子情報製造におけるグリーンファクトリーの評価ガイドライ
ン」の業界規格が発行

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C3 家電及び軽工業標準技術産業研究院が作成した2つの

団体規格のレビューが完了
家電及び軽工業標準技術産業研究院
（SAC/TC46）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C4 国家規格「オーディオ、ビデオ、情報技術および通信技術機

器パート1：セキュリティ要件」会議の開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C5

中国は監視技術で存在感 Financial Times
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✔ ✔ ✔ ✔ 中国
3-C6

中国電子技術標準化研究院は、中国ブロックチェーン
技術・産業開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発
会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C7

中国全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員
会の国際標準化作業会合、マシンインテリジェンス指向の
データコーディングワーキンググループ発足会合が開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C8 中国全国情報技術標準化技術委員会の第4回委員長

会議が北京で開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C9

「スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプラ
イヤーの仕様条件」に準拠した企業リスト（第2回）を
公表

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
3-C10

2019年の産業技術基本公共サービスプラットフォームプロ
ジェクト「IoT標準検証及びテスト公共サービスプラットフォー
ムの構築」キックオフミーティング

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C11
当研究所と貴州貴航汽車零部件股份有限公司は、戦略的協
力の年次要約会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 3-C12

中国電子技術標準化研究院がWWFの「グリーンファクトリー
建設および実践研究レポート」プロモーションキャンペーンに
参加

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 3-C13

中国電子技術標準化研究院が2019年中国インテリジェントマ
ニュファクチャリングシステムソリューション会議及び
アライアンスメンバー会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ インドネシア 3-A1 BSNはKTLと協力し標準化と適合性評価を推進 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ インドネシア 3-A2 Industry4.0における標準化による競争力の強化 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ✔ ✔ 国際 3-O1
新興技術と気候変動対策：オーストリアで最初の会議を
開催する新しいITUフォーカスグループ

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 3-O2 Open Charge Point Protocolが認証可能に Open Charge Alliance

✔ 国際 3-O3 OCPP 2.0.1を発行 Open Charge Alliance
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✔ ✔ ✔ 国際
3-O4 IoTは、各領域において限られたソリューションのみが生き残

る時代に
Profit from IoT

✔ ✔ 国際
3-O5

Silicon LabsとZ-Wave Allianceは、Z-Waveを半導体とスタッ
クサプライヤーに開放することでスマートホームのエコシステ
ムを拡大

Electronics Maker

✔ ✔ スウェーデン 4-E1 走行中充電システムの開発が加速 Swedish Standards Institute (SIS)

✔ ✔ ドイツ 4-E2

VDA会長：自動車業界はパリ協定にコミットするが、企業は更
なる規制に注意を払う必要あり。代替燃料に関する計画は、
正しい方向性へ

German Association of the Automotive 

Industry (VDA)

✔ 欧州 4-E3
初のETSI C-V2Xの相互運用性試験イベントで、95%の
成功率を達成

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ 英国 4-E4
排ガスのモニタリング：定期モニタリングのための技術と
基準

UK Environment Agency

✔ 欧州 4-E5 我々は、環境技術における世界のリーダーであるべき EN 24

✔ ドイツ 4-E6
電気自動車にとって一歩前進：VDEとDKEは新たな規格で充
電を透明に

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik e.V. (VDE)

✔ ドイツ 4-E7
VDA会長は、車両の速度制限に関する議論を受け、
スマート交通管理システムの方が意義があるとの見解を表明

German Association of the Automotive 

Industry (VDA)

✔ ドイツ 4-E8 欧州グリーンディールは、市場経済と投資に着目すべき
German Association of the Automotive 

Industry (VDA)

✔ 米国 4-U1
Coalition for Future Mobilityは、自動運転に関する議会の行
動を要求

Business Wire

✔ 米国 4-U2
IoTアップデート：FCCは自動車の安全と免許不要の利用に関
する新たな電波割当計画を提案

COVINGTON & BURLING LLP

✔ ✔ 米国 4-U3

SAE Internationalは、電気自動車の充電ステーションとネット
ワークのセキュリティ強化のため業界の専門家を
招集

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U4 ドローン規制戦争：米国と欧州が対峙 Forbes
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✔ 米国 4-U5
業界と公共セクターのリーダーは、共同でモビィティーデータ
収集コンソーシアムを発足

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U6
リモートIDによるドローン追跡規格が、ASTMインターナショナ
ルにより公表予定

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ 米国 4-U7
リマインド：米国運輸省（DOT）の情報提供依頼に対する
連携したANSI回答への貢献を

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U8

Automated Vehicle Safety Consortiumは、コンソーシアム
の国際的な知見を拡大するフォルクスワーゲングループの参
画を歓迎

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U9 ドローン能力の標準化を通じて拡大
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国
4-U10

IEEE P802.11ax™は、室内及び過密な都市部における5G
利用の仕様を満たし、より良いネットワークパフォーマンスを
実現

IEEE Standards Association (IEEE SA)

✔ 米国 4-U11
IEEEは、安全な自動運転車両の意思決定に関する正式なモ
デルを定義予定

Green Car Congress

✔ ✔ 米国 4-U12
Transportation and Climate Initiativeは、キャップ＆インベス
トメントに関するMoU草案を発表し、パブリックコメントを要求

The National Law Review

✔ ✔ ✔ 米国
4-U13

2019年の振り返り：標準化活動
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U14 FAAは、提案されたドローンのリモートIDに関する規則を発表 Thompson Cobourn LLC

✔ 米国 4-U15 一連の自動運転車の安全規格が2020年に到来 EET Asia

✔ 米国 4-U16
E2EのMaaS時代を育成する：コネクテッド、自動運転交通の
ための規格

IEEE Standards Association (IEEE SA)

✔ 米国 4-U17
ラトガーズ大学でのASME最新のEfxイベントは、ドローンに
着目

American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)

✔ 中国 4-C1
リーク文書によると、中国のハイテク企業は国連の顔認識規
格を策定中

South China Morning Post
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✔ 中国 4-C2
インテリジェント車両規格と規制に関する国際調整専門家グ
ループの第3回会議を天津で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ ✔ 中国 4-C3
ISO / TC22 / SC37 / WG3充電式エネルギー貯蔵装置に関
するワーキンググループ会議がドイツのベルリンで開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C4

2019年第2回スマートコネクテッド車両コネクテッド機能
および適用規格ワーキンググループの研究プロジェクトキック
オフミーティングが天津で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C5
TiechengがSAE International Paul Mascarenas2019年会
長の訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C6
市場監督管理総局の標準技術部が、省エネと新エネルギー
車産業の発展に関する閣僚級合同会議の連絡会議に参加

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ 中国 4-C7
市場監督管理総局標準技術部Yin Minghan検査官が
中国中車（CRRC）Jia Shirui副社長と意見交換

国家標準化管理委員会（SAC）

✔ 中国 4-C8 2019年の規格審査会議と表彰会が北京で開催 中国自動車技術研究センター

✔ ✔ 中国
4-C9 全国自動車標準化技術委員会車両小委員会2019年規格審

査会議及び表彰会を北京で開催
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C10 Tiechengがトヨタ自動車のJingzi氏の訪問を歓迎 中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C11
Tiechengが中国第一汽車集団Liu Changqing社長の
訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C12
第6回自動車風洞試験及び応用規格研究ワーキング
グループ会議が天津で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C13
「揮発性有機化合物とアルデヒド及びケトン試験能力検証プ
ログラム」キックオフミーティングが開催

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C14
電気自動車の安全性に関する国際技術規則（EVS-GTR）の
第19回会議がドイツのベルリンで開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C15 Tiechengが東風汽車集団の訪問を歓迎 中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C16
ISO / IEC JTC1 / WG 11スマートシティワーキンググループ
の第9回全体会議が開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）
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✔ 中国 4-C17

「車両及び主要な電子制御システムの機能的安全性および
意図された機能の安全性（SOTIF）の定量指標および
試験評価方法に関する研究」を実施

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C18
第18回自動車騒音標準化研究ワーキンググループ会議が深
圳で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C19
インテリジェントネットワーク車両技術小委員会の2019年次総
会及びレビュー会議が北京で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C20

「GB / T 38185-2019」商用車の電子安定性制御システムの
性能要件と試験方法」等2つの国家規格の発表会を
重慶で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C21
Tiechengが東風インフィニティ自動車Mao Limin社長の
訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C22 2019年国家規格公報第14号 全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C23
全国自動車標準化技術委員会ガス自動車技術専門委員会

2019年次会議及び標準審査会議が天津で開催
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ ✔ ✔ 中国 4-C24
「Carbon Capture, Utilization and Storage（CCUS）標準化
研究」プロジェクト受入れ会議を開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 4-C25
「GB 15083-2019、GB 24545-2019、GB 38262-2019」の3
つの強制国家規格発表会議の開催に関するお知らせ

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C26
自動車業界標準「自動車用圧力センサー」に関するコメント募
集

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C27 Tiechengが米国規格協会のジョセフ・トレトラー副会長を歓迎 中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C28
中国自動車センターは、BaoqiおよびQorosと戦略的協力契
約を締結

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C29
Li Yan氏は2019中国スマートエンタープライズ開発フォーラ
ムに参加し、講演

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C30 2019年国家規格速報第15号 全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）
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✔ 中国 4-C31
全国インテリジェントネットワーク自動車品質監督検査セン
ター（天津）の専門委員会の2019年次会議を開催

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C32 中国初の自動車衝突安全基準の公布と実施の20周年
中国自動車技術研究センター
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C33
国家標準GB / T「電気自動車の駆動モーターシステムの機能
安全要件と試験方法」の起草グループ会議が株洲で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C34
IECの将来の持続可能な輸送システム評価ワーキング
グループの第2回対面会議が中国で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C35
自動車標準化技術委員会の電気自動車小委員会の2019年
次会議及び標準審査会議が北京で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C36 一連の「中国エンジン油開発基準と革新同盟」会議を開催 中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C37
乗用車と小型商用車の燃料消費制限と指標に関する
ワーキンググループの最初の会議が天津で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C38
SAC / TC567国家都市持続可能な開発標準化技術委員会
が湖北省武漢で開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 4-C39
軽自動車の燃料消費量試験方法と識別標準ワーキング
グループの最初の会議が天津で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C40
自動車の推奨国家規格「乗用車の自由操舵特性のための
オープンステアリングパルステスト方法」に関するコメント募集

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C41
自動車の推奨国家規格「車両のステアリングセンターの
遷移特性の試験方法」に関するコメント募集

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C42
自動車の推奨国家規格「軽自動車の取り扱い安定性試験の
一般条件」に関するコメント募集

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C43
自動車の推奨国家規格「大型車両の取り扱い及び安定性試
験の一般条件」に関するコメント募集

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）
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✔ ✔ ✔ 中国
4-C44 国家規格「オーディオ、ビデオ、情報技術および通信技術機

器パート1：セキュリティ要件」会議の開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C45
自動車に関する国際規格、技術規制追跡研究ワーキンググ
ループが上海で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C46
中国・ASEAN自動車規格・規制研究センターの第6回作業部
会が上海で開催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C47

GB 15741-1995「自動車およびトレーラーのナンバープレート
（フレーム）とその位置」の第1修正に関する意見
公募

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C48
中国は、2020年に独自の自動運転車の分類システムを
策定予定

China Automotive News

✔ ✔ ✔ 中国
4-C49

中国は監視技術で存在感 Financial Times

✔ 中国 4-C50
「乗用車の緊急車線変更試験用道路パート1：ダブル
レーンチェンジ」など2つの国家規格に関する意見公募

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C51
自動車業界基準「自動車用環境光センサー」に関する
意見公募

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 4-C52
自動車業界基準「電気自動車用充電池のリサイクルに
関する2次電池の解体仕様」に関する意見公募

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ ✔ 中国 4-C53
中国工業情報化部リチウムイオン電池安全規格特別ワーキ
ンググループが2019年次会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国 4-C54
国家規格「リチウムイオン電池のエネルギー変換効率の
要件と測定方法」が審査に合格

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
4-C55

中国全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員
会の国際標準化作業会合、マシンインテリジェンス指向の
データコーディングワーキンググループ発足会合が開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
4-C56 中国全国情報技術標準化技術委員会の第4回委員長

会議が北京で開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C57 自動車先進試験技術セミナー2019が開催 中国自動車技術研究センター
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✔ ✔ 中国
4-C58

中国電子技術標準化研究院が2019年中国インテリジェントマ
ニュファクチャリングシステムソリューション会議及び
アライアンスメンバー会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 4-C59
第3回モバイルソース汚染排出制御技術に関する国際
シンポジウム

中国自動車技術研究センター

✔ 中国 4-C60
推奨国家規格「自動車軸負荷監視」に関する会議が西安で開
催

全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ ✔ ✔ インドネシア 4-A1
ASEAN規格および品質に関する諮問委員会（ACCSQ）は、
航空及びEコマースに注目

インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ マレーシア 4-A2 マレーシアでは2025年までUAMが離陸する緊急性はなし New Straits Times

✔ ✔ インドネシア
4-A3

標準化をサポートするPusrisbangの研究結果 インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ベトナム 4-A4 ISO 37123：潜在的な都市の新しい国際規格
Directorate for Standards, Metrology and 

Quality （STAMEQ）

✔ 国際 4-O1
新しいITUケーススタディが「スマートシティ」の旅にスポットラ
イトを当てる

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 4-O2 ドローン市場は新しいISO規格での離陸を準備
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 4-O3 スマートシティ議長がIECの野望を概説
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 4-O4 空の旅はもっと持続可能になりうるか？
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 4-O5
スマートで持続可能な都市のためのグローバルインデックス
に向けて：オーストリアで会するワーキンググループ

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ 国際 4-O6 世界初の電気商用航空機が飛行
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 4-O7 新しい国際規格でレジリエントな都市を構築
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 4-O8
インテリジェンス、セキュリティ、コスト効率性：業界の経営者
たちは5G時代の優先事項を確認

International Telecommunication Union 

(ITU)
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✔ ✔ ✔ 国際
4-O9 IoTは、各領域において限られたソリューションのみが

生き残る時代に
Profit from IoT

✔ 国際 4-O10 ISO 21434と自動車開発プロセスの関連 itemis

✔ 国際 4-O11
3月5日：ジュネーブモーターショーにおける未来のネットワー
クカーに関するシンポジウム

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 欧州 5-E1
新たな規格策定の要求：きれいな海岸のための落ちないふた
やキャップ

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E2 循環型経済：欧州グリーンディールの最優先課題
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 欧州 5-E3
プレスリリース：トランスフォーマティブな循環型経済で
グリーンディールを実現

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E4 欧州の規格は、循環型経済の実現に貢献
CEN-CENELEC Management Centre 

(CCMC)

✔ 欧州 5-E5
電気・電子機器廃棄物（WEEE）の適切な取り扱いのための

EU全域の統一規定に関する業界共同声明
Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ 欧州 5-E6
UN Framework Classificationは、EUによりバッテリーに使
われる材料の管理と循環型経済へのシフトを支援

UN Economic Commission for Europe 

(UNECE)

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E7 サスティナブル金融：欧州委員会は、EU横断的な持続可能な

投資のための分類システム（タクソノミー）を歓迎
European Commission

✔ 米国 5-U1
ULは、持続可能な開発のための米国経済人会議（US 

BCSD）と共同で資材の再利用を推進
Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 中国 5-C1
浄水器の水効率限界値と水効率グレードに関する国家
規格の改訂キックオフミーティングが開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 5-C2
ISO水の再利用に関する技術委員会（ISO / TC282）の
第7回全体会議がイスラエルで開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国 5-C3

全国グリーン製品評価標準化グループが第2回グリーン
製品評価国家規格推進会議および第3回グリーン製品
評価国家規格策定会議を開催

中国標準化研究院（CNIS）
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✔ ✔ 中国 5-C4
全国節水標準化技術委員会（SAC / TC 442）2019年次
総会および第2回4次会合が北京で開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国 5-C5 米国規格協会（ANSI）代表団が当研究所を訪問 中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
5-C6 「Carbon Capture, Utilization and Storage（CCUS）標準化

研究」プロジェクト受入れ会議を開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国 5-C7
国家環境保護産業標準化技術委員会の第3回会議と2019年
の年次会議が北京で成功裏に開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ インドネシア 5-A1 BSNは世界初のバイオディーゼルB30の実装をサポート インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ✔ ✔ 国際
5-O1 新興技術と気候変動対策：オーストリアで最初の会議を

開催する新しいITUフォーカスグループ
International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ 国際 5-O2 温暖化ガス削減強化促す COP25、義務づけは見送り 日本経済新聞

✔ ✔ 国際 5-O3
COP 25でのISO：
国際規格は脱炭素の鍵

International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ドイツ 6-E1 KEPCOとVDEの協力活動：DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ドイツ 6-E2 LeTID規格
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ 欧州 6-E3
規格を活用してどの様に気候変動適応を進めるか？：CENと

ISOはCOP25でイベントを共催
Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ ✔ スウェーデン
6-E4

走行中充電システムの開発が加速 Swedish Standards Institute (SIS)

✔ ✔ ドイツ
6-E5

VDA会長：自動車業界はパリ協定にコミットするが、企業は更
なる規制に注意を払う必要あり。代替燃料に関する
計画は、正しい方向性へ

German Association of the Automotive 

Industry (VDA)

✔ ✔ 欧州
6-E6

欧州の規格は、循環型経済の実現に貢献
CEN-CENELEC Management Centre 

(CCMC)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E7 サスティナブル金融：欧州委員会は、EU横断的な持続

可能な投資のための分類システム（タクソノミー）を歓迎
European Commission
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✔ ✔ 米国
6-U1

SAE Internationalは、電気自動車の充電ステーションとネット
ワークのセキュリティ強化のため業界の専門家を
招集

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 6-U2
トランプ政権下の環境保護庁は、トウモロコシ業界のロビイス
トが反対する2020年のバイオ燃料の規則を制定

Reuters

✔ 米国 6-U3

ANSIとUSAIDの官民連携活動であるStandard Allianceは、
家庭の調理や移動用のバイオ燃料の基準に関するワーク
ショップを開催

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国
6-U4 Transportation and Climate Initiativeは、キャップ＆インベス

トメントに関するMoU草案を発表し、パブリックコメントを要求
The National Law Review

✔ ✔ 中国
6-C1 ISO / TC22 / SC37 / WG3充電式エネルギー貯蔵装置に関

するワーキンググループ会議がドイツのベルリンで開催
全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）

✔ 中国 6-C2
「ルームエアコンのエネルギー効率表示に関する実施規則」
（改訂）の検討会議が北京で開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C3
「スマートガスメーターに適用されるIoTの一般要件」規格策定
キックオフミーティング開催のご案内

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ 中国
6-C4 家電及び軽工業標準技術産業研究院が作成した2つの

団体規格のレビューが完了
家電及び軽工業標準技術産業研究院
（SAC/TC46）

✔ ✔ 中国
6-C5

全国グリーン製品評価標準化グループが第2回グリーン
製品評価国家規格推進会議および第3回グリーン製品
評価国家規格策定会議を開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C6 全国節水標準化技術委員会（SAC / TC 442）2019年次総会

および第2回4次会合が北京で開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C7 「産業および類似用途の除湿機」の規格策定会議が北京で開

催
中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ 中国
6-C8 「スマートテレビのインテリジェント評価のための技術仕様」に

関する規格策定会議が北京で開催
中国標準化協会（CAS）
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✔ ✔ ✔ 中国
6-C9

2019年の産業技術基本公共サービスプラットフォームプロ
ジェクト「IoT標準検証及びテスト公共サービスプラットフォー
ムの構築」キックオフミーティング

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 6-C10

ISO 14644-16:2019 Cleanrooms and associated 

controlled environments — Part 16: Energy efficiency in 

cleanrooms and separative devicesが正式に発行
中国標準化協会（CAS）

✔ 中国 6-C11
エネルギーシステムのエクセルギー解析のための技術
ガイドラインに関する国家標準意見募集に関するお知らせ

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ 中国
6-C12 「Carbon Capture, Utilization and Storage（CCUS）標準化

研究」プロジェクト受入れ会議を開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C13

米国規格協会（ANSI）代表団が当研究所を訪問 中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C14
「スマートガスメーターアプリケーション用のIoTシステム」の国
家規格キックオフ会議

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 6-C15

当研究所が主導する契約エネルギー管理サービスの評価の
ための技術ガイドラインを含む2つの国家基準がレビューに合
格

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ ✔ 中国
6-C16 中国電子技術標準化研究院は、中国ブロックチェーン技術・

産業開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発会議を開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C17 国家環境保護産業標準化技術委員会の第3回会議と2019年

の年次会議が北京で成功裏に開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C18 2019年「品質の光」年次品質セレモニーが北京で開催 中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 6-C19
国家エネルギー基礎・管理標準化技術委員会（SAC / TC 

20）が2019年年次総会を開催
中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ 中国
6-C20 中国工業情報化部リチウムイオン電池安全規格特別

ワーキンググループが2019年次会議を開催
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ 中国
6-C21 国家規格「リチウムイオン電池のエネルギー変換効率の要件

と測定方法」が審査に合格
中国電子技術標準化研究院（CESI）
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✔ 中国 6-C22
第2回公的機関のエネルギー消費割当基準の編集及び
交換セミナーを開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ インドネシア
6-A1 ASEAN規格および品質に関する諮問委員会（ACCSQ）は、

航空及びEコマースに注目
インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ ベトナム 6-A2 「LED照明製品に関する国の技術規制」発行のお知らせ ベトナム規格・計量・品質総局（STAMEQ）

✔ シンガポール 6-A3
2020年12月1日より、産業用冷水システムに対する最低エネ
ルギー効率基準が適用

The Straits Times

✔ ✔ ✔ 国際
6-O1 新興技術と気候変動対策：オーストリアで最初の会議を

開催する新しいITUフォーカスグループ
International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ 国際
6-O2

世界初の電気商用航空機が飛行
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 6-O3 サーバーのエネルギー効率を測定する新しい規格
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際
6-O4

温暖化ガス削減強化促す COP25、義務づけは見送り 日本経済新聞

✔ 国際 6-O5 IECREは、2つの新たな太陽光発電の認証を発行
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 国際
6-O6 COP 25でのISO：

国際規格は脱炭素の鍵
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 欧州 7-E1
EUの運輸・通信・エネルギー理事会：E-プライバシー規則案
提出？

Ecommerce Europe

✔ ✔ 欧州
7-E2 フィナンシャルイノベーションを妨げる規制への対策に関する

提言
Ecommerce Europe

✔ 欧州 7-E3
Facebookの訴えに対するEU裁判所の法的意見は、
データ転送に関する課題を創出

The Wall Street Journal

✔ 米国 7-U1
ETA Payment Sales and Strategy Committeeは、CCPAに
関するホワイトペーパーを発行

Electronic Transactions Association (ETA)

✔ ✔ 米国
7-U2 Apple、Google、Amazonは、共同でスマートデバイスの

基準を検討
Japan Times
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✔ 中国 7-C1
全国電子ビジネス標準化技術委員会（SAC / TC 83）2019年
次総会が開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ 中国 7-C2

浙江省市場監督管理局がEコマースコンプライアンス
レビューレポートを発行 国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ 中国
7-C3 全国情報技術標準化技術委員会のカード及び識別セキュリ

ティ機器小委員会の2019年全体会議
中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ 中国 7-C4

揚子江デルタ地域の市場監督局は共同で「Eコマースプラット
フォーム（オンラインストア）における安心できる消費の創出」
を開始

国家市場監督管理総局（SAMR）

✔ ✔ ✔ 中国
7-C5 違法に個人情報を収集して使用するアプリ評価基準！

これらの6つの動作に注意
据网经社

✔ ✔ ✔ インドネシア
7-A1 ASEAN規格および品質に関する諮問委員会（ACCSQ）は、

航空及びEコマースに注目
インドネシア国家標準化庁（BSN）

✔ インドネシア 7-A2
インドネシアのEコマース企業幹部は、新たなルールが
急成長中のオンラインの成長を阻む可能性があると発言

Reuters

✔ ✔ ベトナム
7-A3 フィンテック企業は、オンライン決済サービスプロバイダーの

外国人所有権制限の可能性を懸念
Viet Nam News

✔ タイ 7-A4 ETDAがデジタルミッションで前進 Bangkok Post

✔ タイ 7-A5
タイ商務省、EC小売業者に対し、価格タグのないオンライン
商品は違法であると警告

The Straits Times

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E1
信頼できるAIの参照モデル：新しいVDEアプリケーションルー
ルの開発

Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik (DKE)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E2
CENとCENELECは、ブロックチェーンと分散型台帳技術に関
する新たな共同技術委員会を発足

CEN-CENELEC Management Centre 

(CCMC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E3 欧州においてより安全で信頼されるクラウドへ
European Union Agency for Cybersecurity 

(ENISA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E4
VDEとDKEは、デジタル標準イニシアチブ（IDiS）への参加を
呼びかけ

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik e.V. (VDE)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E5 CENとCENELECのWork Programme 2020を発行
CEN-CENELEC Management Centre 

(CCMC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E6

欧州におけるAI規制は、ソフトローからハードローの順で実
現？：AIの信頼性に関する倫理ガイドラインはEU全体のAIに
係る法的枠組みの第一歩か？

Capgemini

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E7
英国は、EUとのデータに関する交渉において「行列の
最後尾」に

Financial Times

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E8 欧州理事会のGDPR適応に関する見解の草案 Hunton Andrews Kurth LLP

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E9
GDPRにおける自身の情報へのアクセス権：英国ICOが
ガイダンス草案を発表

Fox Rothschild LLP

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E10
我々は重大な問題に直面している：欧州の規制当局は
執行の欠如に失望

Politico

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E11 ENISA/Europol IoT Security Conference 2019開催報告 Cetome

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U1

ISO/IEC JTC 1総会の結果：信頼性に関するワーキンググ
ループと脳コンピューターインターフェースに関する
アドバイザリーグループを設立

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U2
新たなIoTセキュリティレーティング：IoTにとって有益な
動向

CPO Magazine

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U3
ISOの次期会長Eddy Njoroge氏は、米国訪問に際し4つのア
ジェンダを発表

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U4
ANSIは、ISOのSergio Mujica事務局長をワシントンDCに招
待

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C1

中国電子技術標準化研究院がクラウドコンピューティング
サービスのセキュリティ評価に関する専門技術機関として認
定

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C2
「回転電子機器：レーティングとパフォーマンス」を含む177の
国家規格と、2つの改訂国家規格を承認

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C3
山西工業情報化部及び山西省総合改革実証地区の
リーダーが調査のため、当研究所を訪問

中国電子技術標準化研究院（CESI）
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C4
長沙経済技術開発区のリーダーが調査のために当研究所を
訪問

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C5

2019年の「100グループ標準アプリケーションデモンストレー
ションプロジェクト」に選ばれた「人工知能ディープラーニング
アルゴリズム評価仕様」

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C6
Saixi認証は、情報システム構築およびサービス能力評価の
パイロット機関に

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C7
国家規格「オーディオ、ビデオ、情報技術及び通信技術機器
パート1：セキュリティ要件」会議の開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C8
「中国と主要貿易地域の標準制度に関する差異研究」に関す
るNQI包括的パフォーマンス評価会議を開催

中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C9
中国標準化協会の纪正昆理事長は、2019年の年末総会でス
ピーチ

中国標準化協会（CAS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C10 2019 年DCMM国家規格推進会議が開催 中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C11

国家信用情報共有プラットフォーム標準及び標準トレーニン
グクラスの一部が南京で開催 中国標準化研究院（CNIS）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C12
当研究所は、第9回中国クラウドコンピューティング標準
及びアプリケーション会議を開催

中国電子技術標準化研究院（CESI）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国/国際 8-C13
中国企業によりITUのために作成されている生体監視
規格

BiometricUpdate.com

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 8-A1 NUSがシンクタンクを設立し、技術の法的問題を調査 The Straits Times

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ タイ 8-A2 タイが5G技術に関する規制を草案 Vietnam＋

✔ ✔ ✔ ✔ インドネシア 8-A3 政府、個人データの安全に係る草案を完了
TEMPO.CO

English Version

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国/国際
8-O1 中国企業によりITUのために作成されている生体監視

規格
BiometricUpdate.com
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(22/23)

テーマ別情報一覧

再掲



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ

ｸﾞ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O2 ISO、IEC、ITUは、11月の作業アイテムリストを発表
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O3
ISAとアクロン大学が協働し、サイバーセキュリティコースを提
供

The International Society of Automation （

ISA）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O4 2020年サイバーセキュリティ規格実装会議
The International Society of Automation 

(ISA)

2203

情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(23/23)

テーマ別情報一覧
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テーマ別情報一覧

12月のピックアップ

テーマ別情報詳細

2204

注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引（Eコマース）、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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テーマ別情報一覧

12月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

テーマ別情報詳細

2205
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EUにおけるファイナンス分野に係る政策動向①:

規制及び監督に関する報告書の発行（1/2） （参照番号：1-E1）

「EU金融イノベーションへの規制上の障害に関する専門家グループ」は、フィンテック
に対する規制及び監督に関する最終レポートを公開

ファイナンス今月のピックアップ 参照番号：1-E1

フィンテック技術を活用したサービス提供のための緩和に向けた枠組みの策定方法に
関する推奨事項を規定
 ①金融における技術の革新的な使用、②公平な競争条件の維持、③データへのアクセス、④データの金融包摂
と倫理的使用、の4項目（後述）に関する行動を推奨すべく、Recommendation 1~30を規定

• それぞれのRecommendationに対し、推奨に至った背景やユースケースについても詳述

 Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial Innovation (ROFIEG)
 フィンテックへの欧州法令及び規制枠組みの適用と適合性の検討を実施すべく欧州委員会（EC）により設立
（2018年6月）

報告書「Thirty Recommendations on Regulation, Innovation and Finance」の発行（2019年12月13日）

出所：EU関連HP、公開情報等に基づきDTC作成

目的及び
スコープ

策定機関

 4つの大項目に対応する推奨事項（計30）を夫々規定

 AIや分散型台帳技術等のイノベーティブな技術によりもたらされるリスクへ
対応するために、規制を調整しRegTech又はSupTechに関する新たな
機会を取り入れることが必要

 規制の断片化を解消し、既存の企業と新規に市場参入する企業（FinTech

新興企業とBigTech企業の両者）の公平な競争条件をEU全体で確保する
ことが必要

 個人データ及び非個人データに関する規制とフィンテックによりもたらされる
機会とリスク(情報保護)を両立させることが必要

 金融包摂とデータの倫理的な利用の観点から、フィンテックが消費者に
与える潜在的な影響を検討することが必要

報告書の
内容

金融における技術の
革新的な使用

公平な競争条件の
維持

データへのアクセス

データの金融包摂と
倫理的使用

項目 内容
Recommendation

との対応

Recommendation 

1~12

Recommendation 

13~24

Recommendation 

25～28

Recommendation 

1、29~30

次頁詳述

1

2

3

4
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EUにおけるファイナンス分野に係る政策動向①:

規制及び監督に関する報告書の発行（2/2） （参照番号：1-E1）

（参考）フィンテックに対する規制及び監督に関する最終レポート内では、4つの
大項目に対応する30の推奨事項が記載されている

ファイナンス今月のピックアップ

# Recommendation # Recommendation

1 AI及び関連技術の説明可能性と解釈可能性 16 完全に調和したKYCプロセスと要件

2 企業の内部ITガバナンス 17 CDDを目的とした革新的な技術使用の収束

3 監督者によるテクノロジーの理解 18 CDDデータを再利用する能力の明確化

4 サイバーレジリエンス 19 デジタルID検証

5 外部委託のガイドラインと認証/ライセンス 20 デフォルトの用紙要件の撤廃

6 分散金融ネットワーク 21 決済システムへの参加

7 暗号資産 22 プラットフォームへのアクセス

8 暗号資産の商法 23 P2P保険のフレームワーク

9 RegTech及びSupTech 24 非中核事業に対する比例的な制限

10 法律用語の標準化と関係者の分類、サービス、製品、プロセス 25 GDPRとテクノロジーの新しいアプリケーション

11 人間及び機械が読み取り可能な法律と規制の用語 26 規制対話

12 規制情報センター 27 非個人データへのアクセスと処理

13 活動及びリスクベースの規制 28 データ共有

14 「サンドボックス」を含むEUレベルの円滑化 29 金融包摂と除外

15 統一規制 30 データの倫理的な使用

報告書「Thirty Recommendations on Regulation, Innovation and Finance」
における30のRecommendation

出所：EU関連HP、公開情報等に基づきDTC作成

参照番号：1-E1



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2208

EUにおけるファイナンス分野に係る政策動向②:

タクソノミーに係る規則案への合意 （参照番号：1-E3）

欧州議会及び欧州理事会は、経済活動の持続可能性に関する分類システム
（EUタクソノミー）の基準を定めた規則案について合意

テーマ別情報詳細 ファイナンス 参照番号：1-E3

• タクソノミーを評価する際に考慮すべき環境目標
① 気候変動の緩和
② 気候変動への適応
③ 水・海洋資源の持続可能な利用と保護
④ 循環型経済への移行
⑤ 汚染予防と管理
⑥ 生物多様性と生態系の保護と回復

• タクソノミーへの適合要件
① 上記6つの環境目標のうち1つ以上に実施的に貢献
② 他の環境目標に著しい悪影響を与えない
③ 強固で科学的根拠に基づく技術スクリーニング基準を順守
④ 最低限の社会及びガバナンス上のセーフガードを順守

 COM(2018) 353 - Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on the 
Establishment of a Framework to Facilitate 
Sustainable Investment)

•欧州委員会がタクソノミー法案を公表

•欧州議会及び欧州理事会法案を採択
•サスティナブル金融に関する技術専門
グループ(TEG)解散

2019年12月

2018年5月

• Platform on Sustainable Finance 

(PSF)がTEGの作業を継承
 数か月以内にタクソノミー記載項目案等
に関する最終報告書公表を企図

2020年1月

2020年12月•欧州委員会が、気候に関する2つの環境
目標（例：「①気候変動の緩和」「②気候変動

への適応」）について、委任規則を公表
 タクソノミーに記載される具体的な経済活
動、重要概念の定義、閾値等詳細を規定

2021年12月•欧州委員会が上記2つの環境目標に係
る委任規則を施行。続いて、その他の
4つの目標についても委任規則を公表

• タクソノミーの基準を再検討すべく、初回
のスクリーニング基準を確認
(その後、3年に1度同内容を実施)

2022年12月•欧州委員会が上記4つの環境目標に
係る委任規則を施行

策
定

組
織

目
的

規
定
事
項

（主
要
事
項
抜
粋
）

法
案

名
称

 サスティナブル金融に関する技術専門グループ(TEG)
(2020年1月以降はPlatform on Sustainable Finance(PSF))

施
行
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 パリ協定の実施及び2050年までの気候中立の達成
 EU横断的に持続可能な経済活動の定義、分類による
グリーン投資の推進

環境目標について、
①・②、③～⑥の

2段階に分け施行予定

実行される経済活動が「環境的に持続可能である」と
みなされるための一般的な枠組みを規定

出所：EU関連HP、公開情報等に基づきDTC作成
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国際/中国におけるサステナブルファイナンス分野における標準化動向 （参照番号：1-C6, 7, 17）

ISO持続可能な金融技術委員会（ISO/TC 322 Sustainable finance）の第2回総会
を開催（12月6日@中国深圳）

出所：中国政府 HP、英国政府 HP、標準化機関 HP等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-C6, 7, 17

ISO/TC 322 Sustainable Financeの第2回総会及び関連会議が開催され、各国より40名程度の専門家が集結

（2019年12月6日＠中国 深圳）

背景

直近の
標準化動向

英国は、政府・標準化機関等が一体となり、サステナブル/グリーンファイナンス分野のルール形成に注力。
国際標準化を主導すべく、ISO/TC322 Sustainable Financeを新設（2018年）
 英国政府はグリーンファイナンス・タスクフォースを設置（2017年9月）し、当タスクフォースの提言に基づき
グリーンファイナンス戦略を発行（2019年）するなど、当分野を積極推進

中国は、当分野における英国との定期的な協力会議体等を通じ、国際標準化を支援
 英国BSIと中国SAC間でStandardization Cooperation Commissionを定期的に開催し、
サステナブル・ファイナンス分野を含む国際標準化において協力関係を構築

 参加者 ：中国、英国、日本、スイス、シンガポール、米国、ネパール、リエゾン組織より40人以上の専門家

 開催日程：関連WG（12月1日～5日）、総会（12月6日）

 実施概要：

 中国人民銀行のChen Yulu副社長が、当TC議長のPeter Young氏へ祝辞を送り、
当TCが果たす役割について言及

 清華大学グリーンファイナンス開発研究センターが主導する重要用語の収集に関する
規格を、ISO 32220事前作業プロジェクトとして正式登録（2020年7月迄に承認・発行予定）

 下部組織①ISO/TC 322 AG Communication and Engagement、②ISO/TC 322/AHG Terminology、③ISO/TC

322/CAG Chairman’s Advisory Group、④Sustainable finance framework、夫々のWorking Groupを開催

ISO/TC322

第2回
国際会議

（参考）
関連公開
セミナー

 主催 ：国家金融標準化技術委員会（SAC / TC 180）、中国金融協会のグリーンファイナンス専門委員会が監督

 開催日程：持続可能な金融の国際標準に関する公開セミナー（12月5日）

 実施概要：

 第2回全体会議の一部として、持続可能な金融の標準要件、持続可能な金融標準の適用事例、持続可能な金融
の国際標準の市場要件、実施モデル等について協議

 関連国際標準の開発の加速及びISOの持続可能な金融分野における中国の影響力を高めることを企図

総会の様子

画像の出所：全国金融標準化技術委員会（http //www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975692/index.html）

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975692/index.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

英国
グリーン

ファイナンス
に係る政策・
規制動向
（抜粋）

英国政府は、持続可能なインフラプロジェクトの資金調達改善、産業発展支援のため、

金融関連企業・政府等による「Green Finance Initiative (GFI)」を発足（2016年1月）
 英米仏の金融機関大手、ロンドン証券取引所グループ、PwC、KPMG、国際資本市場協会（ICMA）等が
メンバーとして参加、イングランド銀行、英国政府省庁等がオブザーバーとして参加

Innovative UK/Research Councils/ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）は、炭素回収・
使用・貯蔵（CCUS）等の産業研究、イノベーションに約￡1億6,200万の投資を発表（2017年1月）
 取り組みの一環として、有望な技術の商業化を目指す企業や温室効果ガス削減に資するクリーン技術支援のための「Clean

Growth Fund」の設置、CCU実証プロジェクトの設計・構築への資金割り当て、CCUS国内外展開のためのイノベーション
プロジェクトへの助成金支援等を実施

英国政府は、GFI議長に対し独立的な立場としてのグリーンファイナンス係る提言の取り纏めを依頼、
検討組織としてグリーンファイナンス・タスクフォースを設置（2017年9月）

タスクフォースは、英国におけるグリーンファイナンス発展に向けた政府への提言レポート
「Accelerating Green Finance」を発表（2018年3月）
 グリーンファイナンスを金融サービスセクターの不可欠な要素とするため、政府と民間セクター間がどのように
連携するかについての一連の推奨事項を取り纏め

BEISは提言レポートの内容に基づく「グリーンファイナンス戦略」を発表（2019年7月2日）
 グリーンファイナンスを、環境問題対策、経済成長、英国企業競争力向上へメリットのあるものとし、
①投融資判断において気候変動等の環境要素を考慮する「Greening Finance」、②環境影響の大きい領域
に積極融資する「Financing Green」、③英国をグリーンファイナンスでの世界の中心とし、国内外の新規需要を
とりにいく「Capturing the Opportunity」の3つを柱として提示

 2022年迄に全英国上場企業と主要アセットオーナーは気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
ガイドラインに基づく情報開示を行うことが期待され、 2020年末迄に情報開示の進捗状況をレビュー予定

グリーンファイナンス戦略の実施支援に向けた官民連携の主要フォーラムとして、
Green Finance Institute （GFI）を始動 （2019年7月2日）

2210

（参考）英国におけるグリーンファイナンス分野における政策・標準化動向 （参照番号：1-C6, 7, 17）

（参考）ISO/TC322提案国である英国は、国内Green Finance Initiative (GFI)の提言を受け、
政府がグリーンファイナンス戦略を発行・主導する等、当分野に注力

出所：UK政府 HP、報道プレス等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ ファイナンス 7月次レポート再掲 参照番号：1-C6, 7, 17
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（参考）BSIによるグリーンファイナンス関連の標準化活動概要 （参照番号：1-C6, 7, 17）

（参考）英BSIは、政府及び産業界の支援によりSustainable Finance Standardization 

Programmeを実行しており、関連PASの策定・計画を推進中

出所：BSI HP、英国政府HP等公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ ファイナンス

Sustainable

Finance

Standardization

Programme

の実施

BSIは、ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）及びGreen Finance Initiative

の支援を受け、Sustainable Financeをテーマとし規格策定にフォーカスした5年間
のイニシアティブ「Sustainable Finance Standardization Programme」を設置
 当プログラムでは、金融セクター関連組織がSDGsと連携し、サステナブルな財務慣行、行動、思考、
製品及びサービスのより幅広い普及を推進

 当プログラムの監督と戦略的方向性提供のため、業界専門家により構成される戦略諮問グループ
（Strategic Advisory Group）を設置

 議長：Peter Young氏（Green Purposes Company会長）

 プログラムの主要作業として、①PASの開発、②ISO/TC322事務局としての役割引き受け、を提示（以下、取り組み抜粋）

1

2

ISO/TC322 Sustainable Financeでの作業への情報提供として貢献が期待される3規格を策定・検討

 【策定中】PAS7340 Framework for embedding the principles of sustainable finance in financial 

services organizations – Guide

 組織内で持続可能な金融を実現するための原則とアプローチの実施に関するフレームワークを設定し、
ガイダンスを提供（8月6日まで4週間のパブコメを受付中）

 【策定中】PAS 7341Responsible and sustainable investment management – Specification

 ESGと持続可能性に関する考慮事項を投資管理に統合するプロセスを確立、実装、管理するための一連
の要件を規定

 【計画中】PAS7341 Product Fund

 持続可能な金融商品および資金に関する規格として提案されており、現在計画段階

PASの
策定

ISO/TC

322の
事務局
主導

持続可能性に関する考慮事項とESG慣行を機関投資の意思決定及び広範な財務管理に統合するため、
BSIより新規技術委員会を提案し、 ISO/TC322 Sustainable Financeを設置

 現在BSIが当TCの事務局を担当

 当ISO/TCに対応する国内審議委員会を設立（「SES/1/-/1 - Environmental and Sustainable Finance」）

参照番号：1-C6, 7, 177月次レポート再掲
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欧州によるヘルスケア分野における標準化動向 （参照番号：2-E5）

CEN、CENELEC、ETSIは、障がい者に配慮したICT調達に関する公的機関向けの
新規格EN 301549：2019を合同で策定

ヘルスケア 参照番号：2-E5 今月のピックアップ

目的

法令への
引用
（予定）

規格名称 EN 301549：Accessibility requirements for ICT products and services

 障がい者に配慮した公共機関向けのICT調達について規定
 Text to Speechなどの支援技術を活用し、Webサイト、ソフトウェア、電子デバイス、モバイルアプリなど、全てのデジタル
テクノロジーにおける障がい者の機能的なアクセシビリティを確保

• 聴覚、視覚、認知、言語、学習等、様々な障害に対応した要求事項を規定
• 各アクセシビリティ要件のテスト手順及び評価方法、またICT製品及びサービスに適用される機能的なアクセシビリティ要件を規定

 Webベースのテクノロジー、非Webテクノロジー、及びその両方を使用するハイブリッドでの用途に係る要件を担保
（ソフトウェア、ハードウェア、サービスもスコープに含む）

 World Wide Web Consortium (W3C)の新たなガイドライン「Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 」の参照を始めとし、
関連する標準との整合性を担保

策定機関
 CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc - eAccessibility

 欧州標準化委員会（CEN）、欧州電気標準化委員会（CENELEC）、欧州電気通信標準化機構（ETSI）の合同作業グループ（JWG）

 議長：UNE（スペイン規格協会）

 本規格は、2018年に策定された規格を修正して策定されており、公共機関のウェブサイト及びモバイルアプリケーションの
アクセシビリティに関するEU指令（2016/2102）*1のEU官報において引用される予定

発行
予定日

 2020年6月30日

スコープ

 誰もが情報にアクセスでき、電子的に配信されるサービスを使用可能とすること
 ICT製品及びサービスに直接またはテキスト読み上げなどの支援技術との互換性を介しアクセス可能

*1 正式名称：Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies

出所：CEN、CENELEC、ETSI HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

12月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

テーマ別情報詳細

2214

略（特筆すべき事項は特になし）



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ別情報一覧

12月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通

テーマ別情報詳細

2215



© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2216

米国及びEUによるドローン分野における規制・標準化動向 （参照番号：4-U4）

米国連邦航空局（FAA）と欧州航空安全局（EASA）は、夫々関連する規格・規制の
検討を進めており、ドローン規制における主導権争いを展開

出所：European Commission、米国政府・ASTM International HP等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：4-U4モビリティ今月のピックアップ

米国では、米国運輸省（DOT）及び米国連邦航空局（FAA）、欧州では、欧州委員会（EC）や欧州航空安全局
（EASA）が中心となり、関連規制・規格の策定を検討

ドローン
に係る
規制・
標準化
動向
（抜粋）

米国 欧州（EU）

米国運輸省（DOT）及び米国連邦航空局（FAA）がリモート
ID規格等を検討するASTM International等と連携し、
ルール策定を推進

欧州委員会（EC）が、欧州航空航法安全機構
（EUROCONTORL）や欧州航空安全局（EASA）の提案・
支持の下、ルール策定を推進

 米国運輸省（DOT）及び米国連邦航空局（FAA）は、ドローン
の識別に関する規則の草案を進める一方、リモートドローン
ID規格の検討を進めるASTM Internationalにも協力を要請

 FAAはドローンのリモートIDに関する規則制定案告示
（NPRM）を提出（2019年12月）
 規則案の通知を当初2019年9月に予定していたものの延期
 ASTMは、11月に無人航空機交通管理の関係者で構成さ
れるGlobal UTM Association (GUTMA) とドローン識別を
含む協力のための覚書を締結、12月には規格発行を承認

 EASA発表の意見（Opinion）（2018年2月発行）に基づき、
150kg未満のドローンについても域内での規制統一を企図し、
規制の検討を開始

 オープン及び特定カテゴリのドローン運用に関する手順の
定義、技術仕様の定義、夫々に係る2件の規制案を検討
 ドローンに関する規制枠組案：Opinion on U-Space 

(European for UTM) を12月に発表予定だったが、2020年
2月に延期（EU規則への統一は、2020年7月以降を予定）

 ドローンの安全な運用を確保することを目的とし、無人の交
通管理システムであるU-Spaceの展開を検討
• ECはU-spaceプロジェクト支援のため、European Network of U-

space Demonstratorsを立ち上げ（2019年10月）
• EUROCONTROL等が当ネットワークを支持する一方、米国にて

検討が進むリモードドローンIDに係るATSM規格への関心は低い

米国・欧州間で関連規制・管轄の重複が生じてきており、ルール策定や関連する標準化策定においても
競争が加速する可能性があることから、今後の動向への注視が必要

VS

次頁以降にて直近の動向につき詳述
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米国によるドローン分野における標準化動向①:

ドローン識別IDに係る規格の発行 （参照番号：4-U6）

ASTM Internationalによる、ドローン識別IDをスマートフォン等で入手可能
にするための新しい規格が承認され、近く発行予定

ASTM 

による
ドローン
分野に
おける
直近の
標準化
動向

出所：ASTM HP及びその他公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

モビリティ 参照番号：4-U6今月のピックアップ

規格策定
体制

 ASTM技術委員会「F38 on Unmanned Aircraft Systems」中のサブ委員会である「F38.02 on Flight 

Operations」にて政府機関、DJI等ドローンメーカー、Google X、Amazon等との協力の下策定

 米国連邦航空局（FAA）やカナダ運輸省（Transport Canada）等の民間
航空当局及びドローン業界の複数リーダーからの意見を聴取

 当該規格は飛行中のドローンと地上電子端末間の通信方式、および通信方式
に対応するためのドローンの物理設計、飛行中の速度・高さを規定
 通信する識別IDの構造、および識別ID受信後のIDの活用については規定範囲外
 ドローンの物理設計、飛行中の速度・高さ等の要件については、既存規格との整合
性を担保（ASTM F2910、F3298）

 当該規格は位置情報の通信において既にADS-B、Mode-S、Mode-B方式を導
入しているドローンを除き、新機種・現行機両方に適用
 現行機ドローンはマイクロチップをUSBポートに挿入することで適応可能

 当該規格の適用により、飛行中のドローンに係る識別IDを、電子端末（スマート
フォン等）を用いて、遠隔で入手可能

ID

FAA等の
情報DB

情報登録

参照

ID

公安機関個人

ID

規格概要

規格策定
経緯

 「ASTM WK65041 New Specification for UAS Remote ID and Tracking」として、ドローンのID遠隔
認知・識別システムに関する規格を検討
 規格案はASTM Internationalに提出され、投票を実施（2019年9月9日～）後に、承認

 「F3411」として数週間の内に正式発行を予定
（2019年12月11日時点。但し、1月11日時点で正式なF3411としての発表は未だなし）

規格活用
に向けた
動向

 米国連邦航空局（FAA）はドローンのリモートIDに関する規則制定案告示（NPRM）を
提出しており、当規制にて、将来的に上記ASTM規格が引用される可能性あり

 「Remote Identification of Unmanned Aircraft Systems」と表し、Public Inspection

DocumentバージョンのリモートID（RID）NPRMを提示（12月27日）、Federal Register

へ当内容の登録が完了（12月31日）しており、現在コメントを受付中（2020年3月2日迄）

Federal

Register での
コメント受付
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米国によるドローン分野における標準化動向②:

UASSCによる標準化ロードマップの改訂 （参照番号：4-U9）

UASSCはドローン分野の標準化活動を推進しており、2020年の標準化ロードマップ
Ver2.0策定に向け、総会や外部専門家募集等を実施

米国国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内規格
策定動向

米国運輸省は、ドローンの社会的・経済的メリットを重視し、規制を最小限化することで活用を促進

 ドローン配送の事業認可の運用を緩和（2018年）
 飛行免許の電子認可手続を導入（2018年）
 ドローン管制システム構築のための予算を計上（2019年度）

標
準
化
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
・内
容

米国規格協会（ANSI）が検討のための横断的WG（UASSC*1）を設置（2017年）
 UASSCには、規制当局、標準化団体、Amazon、Intelを始めとする幅広いドローン開発企業が参画

主
導

機
関

※1 UASSC：Unmanned Aircraft Systems Standardization Collaborativeの略

UASSCが標準化ロードマップ（Ver1.0）発行（2018年12月）
 ドローン分野において標準化が必要な分野・事項を優先度とともに提示

キックオフ総会にてロードマップ見直しを開始
（2019年9月12日@ワシントンDC 予定）

標準化ロードマップ（Ver2.0）発行（2020年6月末 予定）

ANSIがスポンサーシップ提供を発表（2019年4月）
 スポンサーシップがロードマップの更新の一環として求められており、

ANSIとして2019年7月～2020年6月の1年間のスポンサーシップを発表

規格の存在し
ない60の特定

されたギャップ
の進展や見落
とされている
可能性のある

トピックについ
て討議

モビリティ今月のピックアップ

標準化ロードマップ Version 2.0検討のため外部専門家募集を発表
（2019年9月23日）

 現在標準化ロードマップで網羅されていない分野の標準化の可能性検討
（飛行時の周波数割り当て、ドローンの都市部・レジャーにおけるユーズケース等）

 当該分野に係る既存規制・規格策定における余地の再確認
 規制・規格策定状況・進捗の確認、ロードマップへの反映

参照番号：4-U99月次レポート更新

出所：公開情報に基づきDTC作成
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 EUは、Circular Economy Action Plan（2015年）、グリーンディール政策（2019年）等を通じ、循環経済を促進
 EN規格・標準化が循環経済・グリーンディール政策のための関連EU法を補完する重要ツールであるとして、
特にエコデザイン・エネルギー表示関連分野に注力

EUにおけるエコデザイン・物質効率に係る規制及び標準化動向 （参照番号：5-E4）

EUでは、マンデートに基づきCEN-CENELECにてエネルギー関連製品の物質効率に
関する規格の検討を進めており、今後エコデザイン指令の実施措置にて参照される予定

2220

資源循環 参照番号：5-E4今月のピックアップ

 ECがCEN、CENELEC等に対し命令書（Mandate 543）を
発出（2015年12月）

 Mandate543により、物質効率側面に関しての検討を要請
 製品寿命の拡大
 製品廃棄時のリユースコンポーネント又はリサイクル材の能力
 製品へのリユースコンポーネント及び／又はリサイクル材の
使用 等

Regulations
（規制）

Standards
（標準）

策
定

機
関

規
定
／
検
討
事
項

 CEN-CNENLEC Joint Technical Committee 10
(Energy-related products - Material Efficiency Aspects for 

Ecodesign)

 Secretariat: オランダ

 欧州委員会（EC）

 Work programme (CEN-CLC/JTC 10)を設置し、10件の
Work Itemを検討（以下、抜粋）
【CNELEC】
General methods for the assessment of the ability to repair, 

reuse and upgrade energy related products (EN) 
General method for the assessment of the ability to re-

manufacture energy related products (EN)
【CEN】
General methods for assessing the recyclability and 

recoverability of energy related products (EN) 
General method for assessing the proportion of recycled 

material content in energy related products (EN) 
General method for the assessment of the durability of energy-

related products (EN)

 エネルギー関連製品の実施措置を設定する枠組み指令
（Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of 

ecodesign requirements for energy-related products）（通称
エコデザイン／ErP指令）において、エネルギー関連製品
（ErP）に対し環境配慮設計（エコデザイン）を義務付け、
製品グループごとの最低要件を規定

 ErP指令に基づき、関連製品（ErP）に係る制定基準を規定す
る実施措置（Implementing Measures）を検討・施行
【実施措置】
エネルギー関連製品(ErP)に関する最低基準を規定
製品別に実施措置を設定
※但し、現地点ではエネルギー効率のみの要件に留まる

規
制
・標
準
間

の
関
係
性

Mandate 
による規格
策定命令

EN

規格の引用

 上記に基づき策定された規格（EN規格、TS規格）に
つき、エコデザイン指令 実施規則ヘ引用（予定）

次頁詳述

×

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

上記政策推進の
ため、欧州標準化機
関規格開発を要求

循環経済は欧州グリーン
ディール政策の最優先事項
（Ursula von der Leyen EC委員長）
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EUにおけるエコデザイン・物質効率に係る標準化動向：
CEN-CNENLEC JTC 10における直近の標準化活動 （参照番号：5-E4）

CEN-CENELEC JTC10では、2019年に製品の修理・再製造、エコデザイン要件に
係る循環型経済に資する4件の規格を策定

資源循環今月のピックアップ

ｴｺﾃﾞｻﾞｲﾝ
に関する
直近の

標準化動向

2019年には、循環型経済に資する4規格の策定が進められた他、類似関連規格についても策定が進展

発
行
済
の
規
格
概
要
（抜
粋
）

CEN-CNENLEC Joint Technical Committee 10

(Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign)にて検討
 体制：オランダが事務局を担当し、7つのWorking Groupを設置

主
導
機
関

WG Title

WG1 Terminology

WG2 Durability

WG3 Ability to repair： reuse and upgrade energy-related products

WG4 Ability to remanufacture and method for determining the proportion of reused components in products

WG5 Ability to recycle and recover energy-related products, recycled material content of energy-related products

WG6 Documentation and/or marking regarding information relating to material efficiency of the product

WG7 Chairman’s Advisory Group

Reference Title Scope

EN 45555 General methods for assessing the 

recyclability and recoverability of energy-

related products

• エネルギー関連製品のリサイクル可能性の評価、エネルギー関連製品の

回収可能性の評価、エネルギー関連製品から特定部分を取り外し、リサイク
ルを促進する能力の評価、等に関する一般的な方法論を規定

• 製品固有のリサイクル率と回収率を計算するために考慮される一連のパラ
メーターを定義

EN 45556 General method for assessing the proportion 

of reused components in energy-related 

products

• 全てのエネルギー関連製品に対し、一般レベルでのエネルギー関連製品の
再利用コンポーネントの割合について評価手法を規定

EN 45558 General method to declare the use of critical 

raw materials in energy-related products

• エネルギー関連製品に含まれる重要な材料に関する適切な情報の記述
要件について規定

EN 45559 Methods for providing information relating to 

material efficiency aspects of energy-related 

products

• エネルギー関連製品の材料効率に関する情報に関する文書及び/又はマー
キングに際しての要件を規定

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

注：上記規格の他、EN45554が既に承認されており、2020年初頭に発行見込み。また、FprEN 45554, FprEN 45553、FprEN 45557が最終承認段階に
進んでおり、近く承認・発行が見込まれている

参照番号：5-E4
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 チェコ、ポルトガル、オーストリア、フランスを含む複数国が規則の修正要求を提示（～12月）

EUにおける電子商取引（Eコマース）分野における規制動向：
ePrivacyに関する規制の検討動向 （参照番号：7-E1）

EUではe-Privacy規則の発行に向け、複数国から修正要求が提示されていることから、
欧州委員会はE-プライバシー規則の修正案を提出する意向を表明

2224

 EU一般データ保護規則（GDPR）や既存のe-Privacy指令での規定レベル以上のデータ保護の確保を企図（以下主要内容抜粋）
 電子通信データの機密性の原則についてコンテンツ・メタデータ双方を含有することを明記、双方に同等の保護を適用

 ユーザーの同意に基づかない処理が行われる可能性を排除

 トラッキングの許可が得られないことを理由にウェブサイトやサービスへのアクセスをブロックするトラッキング・ウォールを原則禁止
※但し改訂草案では、Cookieの使用に関するGDPRとの関連性を明確化（Cookie等を介しエンドユーザー端末から収集された個人データ保護に
関する一般的規則を補足・具体化）した上で、視聴者測定を目的としたCookieの使用に対する同意の免除は、特定条件に従い可能である旨規定

※また、EU加盟国が製品又はサービス販売後に顧客の連絡先情報をダイレクトマーケティング目的で一定期間使用できる可能性を導入

Regulations
（規制）

策
定

組
織

目
的

 ―
（EU理事会（閣僚理事会： Council of the European Union）にて策定、作業部会（WP TELE）にて討議中）

 電子通信サービスの提供及び使用における基本的権利及び自由（特に私生活及び通信の尊重）の保護
 EU内における電子通信データ及び電子通信サービスの自由な移動の保証

規
定
事
項

（
主
要
事
項
抜
粋
）

ル
ー
ル

（草
案
）
名

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life 

and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC

(Regulation on Privacy and Electronic Communications) (COM/2017/010 final - 2017/03 (COD))
※注：2017年1月に欧州委員会（EC）により草案発表／採択後に、EU理事会（閣僚理事会）において複数回の改訂を実施。
現在まで議会の修正採決を受け、閣僚理事会が各国政府との協議等を通じ規制案の策定を継続しており、直近は、作業部会（Working Party on 

Telecommunications and Information Society：WP TELE）にて改訂案の検討を継続実施（2019年11月）

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

ス
コ
ー

プ
 電子通信サービスの提供・使用に関連し実行される電子通信データの処理、エンドユーザーの端末機器に関連する情報に適用

 但し、一般・公共において利用ができない電子通信サービス、公共の安全確保のための当局による調査等の活動は除外

電子商取引（Eコマース） 参照番号：7-E1今月のピックアップ

規
制
動
向

※また直近では、Ecommerce Europeが書簡（業界団体等61団体が署名）を提出し、欧州委員会の加盟国に対してe-Privacy Billの改訂を要求（10月）する等の活動あり

欧州委員会は、上記要求を踏まえ各国の意向を反映した修正案の提出を2020年前期に検討しており、規則の成立に向け進展がなされる見込み

直
近
の

関
連
動
向

9月次レポート更新
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ドイツによるAI分野における標準化動向 （参照番号：8-E1）

ドイツにおいてVDE｜DKEは、連邦政府による「人工知能（AI）のための国家戦略」に
基づき、AIアプリケーションに係る標準化の検討を進めている

ドイツ国内標準化動向

国内関連
政策動向

国内
標準化
活動動向

ドイツ連邦政府は、国際競争力の強化等を目指し、「人工知能（AI）のための国家戦略」を発表（2018年11月）
 また当国家戦略に基づき、連邦議会は調査委員会「人工知能ｰ社会的責任と経済的、社会的、生態学的可能性」を設置
 AI戦略に係る12のうち1つとして標準化を提示。産業界との協力・国家標準化機関との連携を通じ、
国家・欧州・国際レベルで、AI分野の標準化に取り組むため、下記目標を設定
 AIの用語、分類及び倫理的側面の標準化を支援
 標準化団体におけるビジネス担当者、特に新興企業及び中小企業を支援
 国家標準化機関（DIN）と協力し、AI分野における規範及び標準化ロードマップを作成
 既存の規格とAI関連規格・ロードマップの適合性を確認
 EU各国パートナーとの調整を通じ、国際標準化機関へEUの関心をより示すため、AI標準化ロードマップを作成

検
討

内
容

信頼可能なAIのレファレンスモデルの構築を目的とし、VDE｜DKEはAIシステムのライフサイクルの
重要な側面に対処するVDEアプリケーションルールを開発するための委員会を設置

主
導

機
関

（参
考
）

関
連
標
準
化
動
向

国家戦略（上）

※1 注：倫理的側面についても検討を行うが、ロードマップの位置づけは、技術標準が倫理標準への準拠をどのようにサポートできるかを説明することであり、倫理基準自体の策定は目的に含まれない

 DIN及びDKEが協力し、「標準化における倫理および自律型機械および車両におけるAIの標準化」
に関する標準化ロードマップを策定（2018年11月～2020年4月完成予定）
 産業・研究・政治分野の専門家と共に、既存の規範・基準の調査や倫理的側面※1の検討ワークショップ開催を通じ、
最新技術の反映・標準化のトピック／分野の特定を推進

 DINは、SME、新興企業、企業、大学、研究機関、認証機関、連邦情報セキュリティ庁（BSI）、
倫理専門家の代表者により構成される国内審議委員会「人工知能」を設立（2018年1月）
 情報技術及びアプリケーション標準化委員会（NIA）下の委員会として設置、ISO / IEC JTC 1 / SC 42にも参画

 DINとして、上記国家戦略に対応し、標準化ロードマップと既存の標準の「AI適合性」担保を目指した
ポジションペーパー「人工知能：標準化による将来のテクノロジのための革新的なフレームワーク作成」
を発行（2019年1月）

 下記論点を解決する技術的なルールを実装することを企図し、セキュリティや機能安全要件を含む規格策定を検討
 実際に許可されるシステムは何か？

 将来重要な決定を下すべき対象者はだれか？

 AIの使用の際に従うべき「ガードレール」はどれか？

ポジション
ペーパー（上）

共通今月のピックアップ

次
頁
詳
述

出所：VDE・DKE HP、ドイツ政府HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：8-E18月次レポート更新
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ドイツによるAI分野における標準化動向：技術的側面の検討 （参照番号：8-E1）

ドイツ電気技術者協会（VDE）、ドイツ電気技術委員会（DKE）の専門家は、AIの安全
性や信頼性等、AIアプリケーションに係る標準を検討中

委員会名

委員会
構成

出所：VDE・DKE HP等の公開情報に基づきDTC作成

DKE / AK 801.0.8 「自律/コグニティブシステムの仕様と設計」委員会

（Spezifikation und Entwurf autonomer / kognitiver Systeme）

 IEC / SyC AAL及び関連WG等のミラー委員会として活動する「DKE / K 801 システム委員会AAL（System Komitee AAL）」の下部組織
として設置され、標準化活動を推進

Johannes Koch氏（VDE）

Nicole Winkelmann氏（VDE）
担当者

共通

目的
 AIが持つべき権限やシステム制御、意思決定等に関する課題を解消し、AIシステムのライフサイクルの重要な側面に対処す
るべく、VDEとして当分野システムのアプリケーションルール・標準を開発

活動
内容

AIアプリケーションに係るVDE規格を検討中（現在）

AIアプリケーションに係るVDE規格（案）につき、一般の意見公募を実施（2020年2月予定）

Aiアプリケーションに係るVDE規格の策定を完了（2020年Q2予定）

（委員の構成詳細は非公開）

今月のピックアップ

【スコープ】

 AIコンポーネントの製品への統合手法、特にAIシステムを扱うための用語・概念、システムとアプリ
ケーションのアーキテクチャを定義

 設計からシステムの検証・認証まで、ライフサイクル全体にわたるフェーズを対象とし、
特に人間や外部環境とのやり取りに係る仕様を含む設計フェーズ（開発）に力点

【規定事項】

 物理的安全性等の保証要件（信頼性・安全性）、情報セキュリティ（セキュリティ）、ユーザビリティ
（使いやすさ）、倫理・規制上の課題など信頼性（trustworthiness）に寄与する要件を規定

 システムレベルの設計、コンポーネントの設計、統合、検証、妥当性確認、承認等のライフサイクル
に基づく開発手順、市場監視・是正・保護措置に関する要件を規定

策定
規格の
内容

規格の
策定
予定

委員

VDE | DKEによるAIシステムのライフ
サイクルにおける開発手順（イメージ）

参照番号：8-E1
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ドイツによるAI分野における標準化動向：標準化ロードマップの開発 （参照番号：8-E1）

（参考）DIN及びDKEは連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で、AIの標準化ロード
マップに関するステアリングコミッティを設立し、議論を推進中

委員会名

委員
構成

出所：DIN HP等の公開情報に基づきDTC作成

人工知能（AI）の標準化ロードマップの運営委員会

（Steuerungsgruppe für die Normungsroadmap zu Künstlicher Intelligenz (KI)）

Wolfgang Wahlster教授
ドイツ人工知能研究センター（DFKI）のチーフアドバイザーであり、連邦教育研究省（BMBF）が連邦経済エネルギー省（BMWi）と共同で開始し
たAIプラットフォームLernende Systemeの運営委員会も兼任

議長

共通

目的

 AI分野における規範・基準制定に係るAIの「標準化ロードマップ」開発を行い、AIに関する不確実性軽減と共に、ドイツ経済の
国際競争力を支援

 科学、ビジネス、政治、社会の専門家により、標準化ロードマップに基づくAI側面に関する規範・標準の概要を提示し、
アクションのための明確なフレームワークを作成

活動
内容

委員

倫理とAIに関するVDE・DKE合同ワークショップを開催（7月8日-9日＠フランクフルト）
• AIシステムの要件に関する標準化の可能性に焦点を当て、技術的フレームワーク、AIの検証可能性、及び人間、機械、AI間の責任について議論

人工知能（AI）の標準化ロードマップの運営委員会を設置（8月1日）

ロードマップ開発のキックオフミーティングを開催（10月16日＠ベルリン）
• 連邦政府、運営メンバー、科学・産業・社会専門家が現行のAI開発に係る洞察を提供、多様なワークショップにて標準化ロードマップの作業開始

• AI要素、定義、分類、倫理、セキュリティ、品質等に加え、産業自動化、モビリティ/ロジスティクス、医療等業界関連のAIアプリケーションにも焦点

Digital Summit 2020にてロードマップ公開（2020年予定）

Dr. Tarek R. Besold (neurocat), Jörg Bienert (Bundesverband Künstliche Intelligenz), Dr. Julia 

Borggräfe (連邦労働社会省), Dr. Joachim Bühler (Verband der TÜV), Dr. Oliver Grün 

(Bundesverband IT-Mittelstand e. V), Matthias Hartmann (IBMドイツ), Stefan Heumann (Stiftung 

Neue Verantwortung), Prof. Jana Koehler (ドイツ人口知能研究センター）, Prof. Klaus Mainzer 

(ミュウヘン工科大学), Dr. Dirk Hecker (フラウンホーファー研究所IAIS), Dr. Christoph Peylo 

(Bosch), Alexander Rabe (インターネット経済学協会), Stefan Schnorr (連邦経済エネルギー省), 

Andreas Steier (キリスト教民主同盟, MdB), Dr. Volker Treier

(ドイツ商工会議所eV), Prof. Dieter Wegener (Siemens AG), Christoph Winterhalter (DIN※)

※DINのビジネス開発人工知能の責任者であるFiliz Elmasも、プロジェクト調整者として関与

今月のピックアップ

委員会メンバーによる集合写真
（2019年8月）

8月次レポート更新 参照番号：8-E1

画像の出所：DIN（https://www.din de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/weichen-stellen-fuer-den-ki-fahrplan-339898）

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/weichen-stellen-fuer-den-ki-fahrplan-339898


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2229

EUによるAI分野における標準化動向：AIの倫理指針の発行 （参照番号：8-E6）

EUは、「人間中心」のアプローチで「信頼できるAI」を目指す方針として、人工知能
（AI）の倫理指針「Ethics Guidelines for Trustworthy AI」を公表（2019年4月）

EU

標準化
動向

信頼できるAIのための倫理指針（Ethics Guidelines for Trustworthy AI）文書名

 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG)
 52名の専門家より構成（欧州業界団体、学術機関、政府関連機関の他、SAP, Bosch,

IBM, Google等企業からも専門家が参画）

策定
組織

指針
要旨

文書
概要

策定
プロセス

 AI設計の際に人権を尊重すると共に、予期せぬ危害を回避するための原則7項目を規定

 ECは、AI戦略を公表（2018年4月）に基づき、上記AI HLEGを組成（2018年6月）
 AI HLEGは倫理指針のドラフトを作成し、原則10項目を打ち出し（2018年12月）
 （10項目→7項目へのスリム化等）改訂作業を経て本倫理指針を公表（2019年4月）

人間の監督
• AIシステムは、人為作用と基本的権利を尊重することによって公平な社会を
実現すべき。人間の自律を縮小、制限、または誤らせるものであってはならない

信頼できる安全性
• 信頼できるAIには、安全性、信頼性、および堅牢性を確保するためのアルゴリズムが必要
• AIシステムのすべてのライフサイクルにおけるエラーや矛盾に十分に対処できるべき

プライバシーとデータ保護
• 市民は自分のデータを完全にコントロールできなければならず、傷つけたり、差別するために
使われるようなことがあってはならない

透明性
• AIシステムのトレーサビリティ（追跡可能性）は保証されているべき

多様性、被差別、公平性
• AIシステムは、あらゆる範囲の人間の能力、技能、および要件を考慮し、アクセシビリティを確保すべき

社会、環境の幸福
• AIシステムは、建設的な社会の変化を促進し、持続可能性と環境保護の責任を増強するために使用されるべき

説明責任
• AIシステムと、その結果に対する責任、及び説明責任を確実なものにするための機構を整備すべき

※上記要件を満たしているか確認するための「評価リスト」も記載

1

2

3

4

5

6

7

出所：ECサイト等公開情報に基づきDTC作成

共通今月のピックアップ 参照番号：8-E6第1回四半期報 再掲
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EUによるAI分野における標準化動向：指針に基づくパイロット事業の実施 （参照番号：8-E6）

EUは企業・研究機関の参加により、AI倫理指針の運用について確認を行うパイロット
フェーズが完了したことを発表、今後のガイドライン修正に活用される見込み

「AI倫理指針」自体に法的拘束力はないものの、EUにてAIの人間的・倫理的側面に係る法案の検討等も示唆されている
ことから、今後関連ステークホルダ間で合意形成がなされれば、EU関連法律制定の際の土台となる可能性あり

パイロット
プロジェクト
目的

 AI技術を開発、適用するに際し、ステークホルダにアセスメントリストを試行してもらい、フィードバックを
集積することで、「人間中心のAI」についての国際的な合意形成を促進
 今後G7やG20 等の国際会議において議論を盛り上げることも想定

パイロット
プロジェクト
実施概要

 ステークホルダを巻き込んだガイドライン試行のためパイロット事業を推進（～2019年12月迄）
 アセスメントリストに基づく試行に基づくフィードバックを受付（期間：6/26～12/1）

 上記パイロット事業と並行し、ステークホルダに対する継続的助言、開発活動を促進
 ECとしてアウトリーチ活動を展開。加盟国ステークホルダへガイドライン説明を実施し、意見収集の機会を準備

共通今月のピックアップ

Piloting Process案内HP（イメージ）

パイロットプロセスへの登録は、欧州のみならず、日本

含め世界中から可能
アカデミア、企業、ローファーム、業界団体、専門家組織等
あらゆるステークホルダからフィードバックを受け付け

パイロットフェーズ中に、700団体の任意参加者が、
アセスメントリストに対してフィードバックを提供

今後の予定

 フィードバックに基づき、修正版が欧州委員会（EC）へ提出される見込み（2020年初頭予定）
 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG)が、ステークホルダとの詳細レビュー、全フィードバック
を評価（2019年内）

 組織のAI倫理ガイドラインへの準拠状況のアセスメントに関し改訂版を欧州委員会（EC）に提出予定（2020年初め）

出所：ECサイト等公開情報に基づきDTC作成

参照番号：8-E6
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 Philipp 

Paech博士
が議長を務
めるフィン
テックと規制
に関するEU
専門家
グループの
報告書

12月16日EU金融イノベーションへの規制上の障害に関する専門家グループは、
報告書「Thirty Recommendations on Regulation, Innovation and 

Finance」を発表
 報告書の要旨：

 AIや分散型台帳技術などのイノベーティブな技術によりもたらされるリ
スクへの対応が必要

 金融サービス業界が新技術を活用するにあたり、EUの細分化を除去
し、異なる参加者間での公平な競争環境を確保することが必要

 フィンテックによりもたらされる機会と情報保護を両立することが必要
 金融包摂と倫理的なデータ利用の観点から、フィンテックが消費者に
与える影響を検討することが必要

 （参考）専門家グループ概要：
 2018年に欧州委員会により設立

London 

School of 

Economics 

and Political 

Science (LSE)

http //www.

lse.ac.uk/la

w/news/20

19/paech-

eu-

regulatory

2233

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/7)

ファイナンス分野関連記事詳細（1/23）

ファイナンステーマ別情報詳細

http://www.lse.ac.uk/law/news/2019/paech-eu-regulatory
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情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E2 フィナンシャ
ルイノベー
ションを妨げ
る規制への
対策に関す
る提言

12月17日欧州委員会下フィナンシャルイノベーション関連規制検討に係る専門家
グループ（ROFIEG）は、マーケットプレーヤや技術に係る幅広い問題に
対処するための30の提言を公表（12月13日）

 背景：
 2018年、欧州委員会は初のフィンテックアクションプランを発表し、

ROFIEGを設立
 提言の概要：

 金融業界におけるマーケットプレーヤや技術の他、マネーロンダリン
グやテロ資金の防止（AML/CFT）、消費者保護、データ共有・利用、
ガバナンスと運用上の強靭性に関する30の提言、主要4領域（※）を
提示

 コストや新製品・サービス、アクセシビリティ、規制・コンプライアンスの
観点から新たな便益をもたらすEUのフィンテックの枠組について言及

 潜在的なリスクへの対応や適切なセーフガードの策定を強調
 国際標準の策定者としてのEUの競争力と主権性の確保の必要性に
ついて言及

 （※）参考：提言における主要4領域：
 AIや分散型台帳等新技術の活用によりもたらされるリスクに対応する
規制を制定するとともに、RegTechやSupTechに関する新たな機会
を活用する必要性

 規制の細分化を除去し、インキューベーターと新規参入者との間での
公平な環境を確保する必要性

 フィンテックによりもたらされる個人、非個人のデータの機会とリスクに
関する規制を調整する必要性

 金融上の包摂と倫理的なデータ利用の観点からフィンテックの潜在的
な影響を検討する必要性

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/recom

mendation

s-to-

address-

regulatory-

obstacles-

to-

financial-

innovation/

2234

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(2/7)

ファイナンス分野関連記事詳細（2/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/recommendations-to-address-regulatory-obstacles-to-financial-innovation/
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(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E3 サスティナ
ブル金融：
欧州委員会
は、EU横断
的な持続可
能な投資の
ための分類
システム（タ
クソノミー）
を歓迎

12月18日欧州委員会は、欧州議会及び欧州理事会が合意に達した経済活動の
持続可能性に関する分類システム（EUタクソノミー）を歓迎

 EUタクソノミーの概要：
 環境の側面から持続可能な経済活動を定義、分類
 EU横断的に持続可能な経済活動を定義、分類することで、グリーン
投資を推進

 EUタクソノミーの環境目的：
 気候変動緩和
 気候変動適応
 水・海洋資源の持続可能な利用と保護
 循環型経済への移行
 汚染予防と管理
 生物多様性と生態系の保護と回復

 EUタクソノミーに適合するための4条件：
 6の環境目的のうち一つ以上に実施的に貢献
 他の環境目的に著しい悪影響を与えない
 強固で科学的根拠に基づく技術スクリーニング基準を順守
 最低限の社会、ガバナンス上のセーフガードを順守

 当合意はグリーン投資の一般枠組を規定するもので、持続可能な経済活動の
リストはサスティナブル金融に関する技術専門グループ（TEG）により審査される
予定

European 

Commission

https //ec.e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/i

p 19 6793

2235

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(3/7)

ファイナンス分野関連記事詳細（3/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6793
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(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E4 2020年に欧
州において
新たな暗号
通貨規制が
施行

12月18日第5次EUアンチマネーロンダリング指令（AMLD5）が来年1月10日に施行
予定

 AMLD5指令の概要：
 暗号通貨に関する規定

 暗号通貨に関連する企業による顧客確認（KYC）の実施を規定
 全ての取引の追跡と疑いのある活動の報告（SAR）の提出を規定

 マネーロンダリングに関する規定
 実質的支配者（UBO）に関する情報へのパブリックアクセスを規定

AtoZ Markets
https //atoz

markets.co

m/news/ne

w-crypto-

regulation-

coming-

europe-

2020/

フラ
ンス

1-E5 フランスの
銀行、金融
当局は気候
変動、サス
ティナブル
金融に関す
る委員会を
設立

12月19日フランスの健全性監督破綻処理機構（ACPR）と金融市場庁（AMF）は、
それぞれ気候変動・サステイナブル金融委員会を設立
 両機関の委員会は、各々の機関のサスティナブル金融に関する取り組みに助言
を提供したりモニタリング等を行う他、相互に協力して助言や提言を予定

DLA Piper
https //blog

s dlapiper.c

om/globalfi

nance/201

9/12/09/fre

nch-

banking-

and-

financial-

authorities-

set-up-

climate-

and-

sustainable

-finance-

commissio

ns/
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(4/7)

ファイナンス分野関連記事詳細（4/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://atozmarkets.com/news/new-crypto-regulation-coming-europe-2020/
https://blogs.dlapiper.com/globalfinance/2019/12/09/french-banking-and-financial-authorities-set-up-climate-and-sustainable-finance-commissions/
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ファイ
ナンス

欧州 1-E6 欧州委員会
は、金融
サービス業
界のサステ
イナビリティ
に関する
情報開示に
関する規制
を発行

12月24日EUにより金融サービスプロバイダーに対するサステイナビリティに関する
情報開示を求める規則が発行
 EUは、ポートフォリオマネジメントサービスなどを提供する金融サービスプロバイ
ダーに対し、サステイナビリティに関する情報開示を求める規則を発行

 規制の主な内容：
 投資の意思決定や助言にあたってのサステイナビリティリスクの考慮
に関する情報をウェブサイトに掲載する義務

 当該事業者の投資によるサステイナビリティに関する負の影響をウェ
ブサイトに掲載する義務

 サステイナビリティリスクの考慮に関し、契約前に情報開示する義務
 報酬規程がサステイナビリティリスクの考慮とどの様に一貫性がある
かをウェブサイトに掲載する義務

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/europe

an-

commissio

n-

publishes-

32518/

2237

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(5/7)

ファイナンス分野関連記事詳細（5/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.jdsupra.com/legalnews/european-commission-publishes-32518/
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ファイ
ナンス

欧州 1-E7 EUのサステ
イナブル金
融にとって
大きな前進

12月27日EUは気候変動対策を進めるためClimate-Related Benchmarks 

RegulationやEUタクソノミーを発表したほか、欧州銀行監督局（EBA）は
サステイナブル金融に関するアクションプランを発表

 背景：
 EUは、サステイナブル金融を推進するため2018年にEU Action Plan
を採択

 EUによるサステナビリティ金融に関する最近の取組：
 Climate-Related Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 

2019/2089)の発行
 既存のBenchmark Regulation (Regulation (EU) 2016/1011) を
改正する規制であり、12月9日に発行

 ベンチマークの2タイプを規定
 EU Climate Transition Benchmarks

 EU Paris-aligned Benchmarks

 対象となる資産は、気候変動への対応度合に応じて選定、加重、
除外される必要

 EUタクソノミーへの合意
 EUにおけるサステナビリティ関連の活動を分類したシステムであり、
欧州議会と欧州理事会が12月18日に合意

 サステイナブル金融に関するアクションプランの発行
 EBAのサステナビリティ金融に関する作業計画であり12月6日に
発行

 銀行のESGリスクモニタリングなどを実施する予定

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/major-

steps-

forward-

for-eu-

sustainable

-22520/

2238

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(6/7)

ファイナンス分野関連記事詳細（6/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.jdsupra.com/legalnews/major-steps-forward-for-eu-sustainable-22520/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E8 欧州銀行
監督局は、
サスティナ
ブル金融に
関するアク
ションプラン
を発表

12月 欧州銀行監督局（EBA）は、サスティナブル金融に関するアクションプラン
を発表
 EBAはサスティナブル金融に関するアクションプランにおいて、ESGに関連する

EBAのアプローチや報告書、勧告、ガイドライン、技術企画など、欧州委員会によ
りEABに委任された活動や成果物の大枠を提示

 EBAは今後5年に亘りESGリスクモニタリングなど個々の文書等を発行するととも
に、EUによるサステイナブル金融のプラットフォームに参加する予定

Jones Day
https //ww

w jonesday

com/en/ins

ights/2019/

12/eba-

issues-

action-

plan-on-

sustainable

-finance

2239

【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(7/7)

ファイナンス分野関連記事詳細（7/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.jonesday.com/en/insights/2019/12/eba-issues-action-plan-on-sustainable-finance
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ファイ
ナンス

中国 1-C1 全国ブロッ
クチェーンお
よび分散型
会計技術
標準化技術
委員会の
メンバーを
募集

12月5日 国家標準化委員会により設立承認された「全国ブロックチェーンおよび
分散型会計技術標準化技術委員会」のメンバーを募集
（2020年1月5日まで）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5868 h

tml

1-C2 中国の中央
銀行が北京
でフィンテッ
クのパイ
ロット規制を
開始

12月5日 中国人民銀行が北京でフィンテック分野の規制に関するパイロットを実施
することを発表

 パイロット事業目的：
 金融機関が法と消費者利益を守りながら情報技術を適用するための、
国内条件と国際規格に沿った規制ツールの開発
 人民銀行は柔軟な管理を積極的に試験し、金融規制をより専門的
で統一された効果的なものにすることを企図

 （参考）中国は2021年までにフィンテック開発の枠組みを構築し、
適用を強化し、技術と金融の深い統合と協調的な開発を実施して
いく予定

Xinhua
http //www.

xinhuanet c

om/english/

2019-

12/05/c 13

8608374.ht

m

2240

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（8/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

http://www.cesi.cn/201912/5868.html
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/05/c_138608374.htm
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ファイ
ナンス

中国 1-C3 中国標準化
研究院が
支援する
「グリーンイ
ンクルーシ
ブローンの
実施要件」
等3件の湖
州グリーン
ファイナンス
ローカル
基準のレ
ビューが
完了

12月5日 3つの湖州の金融に関するグリーン基準、「グリーンインクルーシブローン
の実施要件」、「グリーン農林ローンの実施規則」、「グリーンパークを支援
する銀行の実施規則」のレビューが完了（11月28日）

 レビュー対象規格概要：
• 「グリーンインクルーシブローンの実施要件」：

• 地方の実体経済のグリーンな変革と発展を支援するための農業
支援と小規模支援に関する実施要件を規定

• 「グリーン農林ローンの実施規則」：
• 湖州のグリーンな農業と林業のローンの実施原則、支援分野、
実施手順、実施要件を規定

• 「グリーンパークを支援する銀行の実施規則」：
• 銀行によるグリーンパークの建設を支援するための基本原則、
実施手順、革新的な支援方法、及びサービス要件を規定

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191205

49088.html

2241

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（9/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191205_49088.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C4 中国は国内
ブロック
チェーン、
フィンテック
規格へ外国
企業を招集

12月6日 中国人民銀行は、現在推進中のブロックチェーンを含む17件のフィンテッ
ク規格の開発に外資企業の参加を呼びかけ
 中国人民銀行（PBOC）のYang Fuyu検査官が「銀行デジタルトランスフォーメー
ションサミット2019」で講演し、PBOCがワーキンググループの多様性を高めるた
め、外資企業に標準化ワーキンググループへの参加を呼びかけていることを
紹介

Ledger 

Insights

https //ww

w ledgerins

ights.com/c

hina-

blockchain-

standards-

engage-

foreign-

firms/

1-C5 中国標準化
研究院が
支援する湖
州地方基準
「地域グリー
ンファイナン
ス開発指標
評価基準」
が発行

12月10日中国標準化研究院（CNIS）が中国人民銀行湖州市中央支店と協力して
策定した湖州地方基準「地域グリーンファイナンス開発指標評価基準」
（DB3305 / T 123-2019）が発行

 基準概要：
• 湖州のグリーンファイナンス開発指数の評価に関連する用語と定義、
評価原則、評価指数システム、および評価指数の定量化方法を規定

 今後の予定：
• 基準をさらに改善し、グリーンファイナンス規格のパイロットとキャパシ
ティビルディングを実施

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191210

49142.html

2242

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（10/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.ledgerinsights.com/china-blockchain-standards-engage-foreign-firms/
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191210_49142.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C6 ISO持続
可能な金融
技術委員会
（ISO / TC 

322）の第2
回全体会議
が深圳で
開催

12月11日 ISO持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322 Sustainable finance）
の第2回総会が開催（12月6日＠深圳）
 総会に先立ち、ISO / TC 322用語ワーキンググループ、持続可能な金融枠組み
ワーキンググループ、会長諮問グループ及び調査グループがワーキンググルー
プ会議を開催（12月1日～5日）

 総会では、清華大学のグリーンファイナンス開発研究センターの専門家による持
続可能なファイナンスの重要な用語の収集に関する国際規格がISO 32220の事
前作業プロジェクトとして正式に登録 （2020年7月までに承認および発行予定

 参加者：
• 中国、英国、日本、スイス、シンガポール、米国、ネパール、及びリエ
ゾン組織から40人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/gjbzh/gjdt

/201912/t2

0191211 4

9146.html

1-C7 国際標準化
機構持続可
能な金融技
術委員会
（ISO / TC 

322）の第2
回全体会議
が深圳で
開催

12月17日 ISO持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322 Sustainable finance）
の第2回総会が開催（12月6日@深圳）

 会議概要：
 中国、英国、日本、スイス、シンガポール、米国、ネパール、リエゾン
組織の40人以上の代表者が会議に出席

 総会に先立ち、各WG会議を開催（12月1～5日）
 協議内容：

 清華大学のグリーンファイナンス開発研究センター専門家が率いる
持続可能なファイナンスの重要な用語の収集に関する国際標準が、
ISO 32220事前作業プロジェクトとして正式に登録
（2020年7月までに承認・発行予定）

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5692/index

html

2243

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(4/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（11/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201912/t20191211_49146.html
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975692/index.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C8 中央銀行李
偉：金融
関連技術の
標準導入を
加速

12月18日中国人民銀行のテクノロジー部門トップLi Wei氏は、フィンテックの分野
の技術の応用に関連する業界標準の導入を加速する必要性を主張
 同氏は、第4回「2019 China（Shenzhen）Financial Technology Global Summit 

to talk」に出席し、フィンテック関連技術の業界標準を導入し、イノベーション促進
の重要性を強調

中国电子银行
网

https //ww

w cebnet c

om cn/201

91211/102

623711 ht

ml

1-C9 国家情報
技術標準化
技術委員会
のカード
及び識別セ
キュリティ機
器小委員会
の2019年
全体会議

12月20日全国情報技術標準化技術委員会カード及び識別セキュリティ機器小委員
会の2019年全体会議が開催（12月19日＠北京）

 小委員会概要：
 身分証明書の分野における市場の要件を満たす基準を策定

 委員会概要：
 カード及び身分証明分野の企業及び研究機関の代表者50名以上が
出席

 小委員会における2020年の注力分野について協議
 ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and security devices for personal 

identificationにおける活動の活発化
 国内の研究と技術開発の接続
 国際会議の実施
 規格開発の促進

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5944 h

tml

2244

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(5/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（12/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.cebnet.com.cn/20191211/102623711.html
http://www.cesi.cn/201912/5944.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C10 CNISは、
金融業界に
おける企業
規格のリー
ディングプレ
イヤーに
関する会議
開催を支援

12月26日金融業界における企業規格のリーディングプレイヤーに関する会議が
開催され、先進企業を発表（12月20日）

 主催：
 国家金融標準化技術委員会

 参加者：
 金融分野の評価機関、リーディングプレイヤーとして選定された企業
等

 会議開催概要：
 市場監督総局標準革新管理部のCui Gang部長が、リーディングプレ
イヤーの次のステップとして企業規格の開示と企業インテグリティー
の確立を提案

 中国標準化研究院（CNIS）Qiu Yueming副院長が、企業の標準化に
関するランキングと評価結果を活用して、地方および省の優先支援政
策を実施することを発表

 国家金融標準化技術委員会副主任委員/中国人民銀行科学技術部Li Wei
部長発言要旨：

• この活動が標準化のリーダーシップ、企業責任、政府監督、高度な
市場システム、優れたソリューションに基づく管理システムの構築に
役立つ

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191226

49195.html

2245

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(6/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（13/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191226_49195.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C11 銀行間市場
技術標準化
活ワーキン
ググループ
の2019年
作業部会が
上海で開催

12月26日銀行間市場技術標準化ワーキンググループの2019年作業部会が開催
（12月18日＠上海）

 会議開催概要：
 国際決済会社の社長であるXu Zaiyue氏が、「有望な新時代の約束」
と題した基調講演を実施

 全国金融標準化技術委員会が事務局が、金融標準化活動の見通し
を発表

 ワーキンググループは、年次作業報告書について参加者の意見を
聴取

 ワーキンググループの憲章の修正、事務局の作業ルールの策定、
中国の金融業界における一般的なデータベースの構築の強化などの
決議を可決

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5748/index

html

1-C12 「金融業界
情報システ
ム多活技術
仕様レファ
レンスアー
キテクチャ」
など3つの
金融業界
規格の審査
通知

12月26日 「金融業界情報システム多活技術仕様レファレンスアーキテクチャ」など
3つの金融業界規格の審査を通知

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29444/297

5763/index

html

2246

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(7/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（14/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975748/index.html
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975763/index.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C13 中国電子技
術標準化
研究院は、
中国ブロッ
クチェーン
技術・産業
開発フォー
ラムの第4
回ブロック
チェーン
開発会議を
開催

12月27日中国電子技術標準化研究院（CESI）は、中国ブロックチェーン技術・産業
開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発会議を開催（12月26日）

 会議開催概要：
 CESIのZhao Bo院長が、国内外の動向把握や規格策定の加速や
積極的な関与、オープンソースコミュニティの重要性に言及

 中国工業情報化部情報化・ソフトウェアサービス局のDong Dajian副
局長がブロックチェーン技術と産業の発展のための4つの措置を講ず
る必要性に言及
 計画、設計とセキュリティの強化
 技術研究の強化とトップレベルのインフラ構築
 標準化システムの完成とオープンソースコミュニティの構築
 インキュベーションの推進とアプリの実用推進

 北京京东振世信息技术有限公司、众安信息技术服务有限公司、深
圳华大基因科技有限公司は、関連する3団体規格を発表
 「ブロックチェーンロジスティクス追跡サービスアプリケーションガイ
ドライン」

 「ブロックチェーンオブジェクト通信プロトコル」
 「ブロックチェーンによる遺伝データサービスアプリケーションガイ
ドライン」

 その他、参加者はブロックチェーン技術や産業開発について議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5969 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(8/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（15/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

http://www.cesi.cn/201912/5969.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C14 違法に個人
情報を収集
して使用
するアプリ
評価基準！
これらの6つ
の動作に
注意

12月31日中国国家インターネット情報局、工業情報化部、公安部、国家市場監督
管理総局は、アプリによる個人情報の扱いに関する文書「アプリによる
違法な個人情報の収集と使用の識別方法」を発表

 目的：
 個人情報の保護を強化するため、違法となるアプリによる個人情報の
収集と利用方法を定義

 定義された違法に係る6つの基準：
 個人情報の使用ルールの非公開
 個人情報の収集・使用の目的、方法、範囲の非公開
 ユーザーの同意のない個人情報の収集・使用
 サービスに不要な個人情報の収集
 ユーザーの同意のないの個人情報の共有
 法に規定された個人情報の削除や修正の機能の不在や苦情や報告
方法の非公開

据网经社
http //www.

100ec.cn/d

etail--

6540658.ht

ml

1-C15 中国標準化
研究院が市
場監督管理
総局の若手
幹部のブ
ロックチェー
ン学習・
交換活動に
参加

12月2日 中国標準化研究院が市場監督管理総局若手幹部のブロックチェーン
学習・交換活動に参加し、レポートを発表

 レポート概要：
• ブロックチェーンシステムモデル、ハッシュデータリンクリスト、非対称
暗号化、マークルツリー構造、ブロック検証および伝播メカニズムなど
の理論、技術やレジャー（ビットコインウォレット）、スマートコントラクト、
デジタル通貨Libraについ説明

• ブロックチェーンと市場監督業務を組み合わせ、品質のトレーサビリ
ティ、データストレージ、及び無形資産の確認の分野でメカニズムの
推奨事項と標準化のニーズを提示

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191202

49071.html

2248

【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(9/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（16/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

http://www.100ec.cn/detail--6540658.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191202_49071.html
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ファイ
ナンス

中国 1-C16 中国人民銀
行の経営管
理部は、「テ
ンセントの
金融基準」
に関する特
別なトレー
ニングを
成功裏に
開催

12月17日中国人民銀行の経営管理部は、Tencentの金融ビジネス関連チーム
向けに、Tencentに入る金融基準に関するトレーニングを開催
（11月15日）

 トレーニング概要：
 中国農業銀行、CICC Guosheng認証センター及び銀行カードテスト
センターの関連専門家が、「金融標準と国際化」、「フィンテックおよび
テスト認証」、「個人の金融情報保護基準」に関する講義を実施

 金融標準化に関する理解を促進し、金融ビジネスの健全な発展を
加速

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29484/297

5714/index

html

1-C17 持続可能な
金融の国際
標準に関す
る公開セミ
ナーが深圳
で開催

12月17日 ISO持続可能な金融技術委員会（ISO / TC 322 Sustainable finance）
の第2回全体会議の一部として、持続可能な金融の国際標準に関する
公開セミナーを開催（12月5日＠深圳）

 セミナー概要：
 国家金融標準化技術委員会（SAC / TC 180）、中国金融協会のグ
リーンファイナンス専門委員会が監督

 持続可能な金融の標準要件、持続可能な金融標準の適用事例、持
続可能な金融の国際標準の市場要件、実施モデル等について協議

 関連国際標準の開発の加速及びISOの持続可能な金融分野におけ
る中国の影響力を高めることを企図

全国金融標準
化技術委員会
（SAC/TC180）

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5698/index

html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(10/10)

ファイナンス分野関連記事詳細（17/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929484/2975714/index.html
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975698/index.html
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ファイ
ナンス

ベト
ナム

1-A1 フィンテック
企業は、
オンライン
決済サービ
スプロバイ
ダーの外国
人所有権制
限の可能性
を懸念

12月13日ベトナム商工会議所が開催したワークショップにおいて、参加企業が規制
案におけるオンライン決済サービスプロバイダーの外国人所有権制限に
対して懸念を表明

 規制草案概要（本記事該当部分）：
• オンライン決済サービスプロバイダー企業の外国投資家の直接/間接
所有権を49％に制限

 参加企業からの主な意見：
• PhùngAnhTuấn金融投資家協会副会長が、オンライン決済が国内の
フィンテック活動の90％を占めていることに言及し、投資制限はフィン
テック市場全体に影響を与えると懸念を表明

• 法律専門家が本制限が世界貿易機関（WTO）および太平洋横断パー
トナーシップ（CPTPP）の包括的かつ進歩的な協定へのコミットメント
に違反する可能性を指摘

• シンガポール・ビジネス協会のYee Chung Seck代表が、インドネシア
のフィンテックに対する制限は大きくはないが、本制限は業界への外
国投資の流れをそらすには十分であると批判

Viet Nam 

News

https //vietn

amnews.vn

/economy/

569802/fint

ech-firms-

worry-

about-

possible-

foreign-

ownership-

limit-in-

payment-

intermediar

ies.html#h3

BQ3FWcK

xTsFp71.9
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(1/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（18/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://vietnamnews.vn/economy/569802/fintech-firms-worry-about-possible-foreign-ownership-limit-in-payment-intermediaries.html#h3BQ3FWcKxTsFp71.97


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

マレー
シア

1-A2 マレーシア
中央銀行が、
金融セク
ターにおけ
る電子KYC
の使用のた
めの規制の
草案を公表

12月17日マレーシア中央銀行は、金融セクターにおけるe-KYC（Know Your 

Customer）の使用にかかる規制の草案を公表
 規制案概要：

 マレーシア中央銀行は、顧客のオンボーディングにe-KYCの活用を検
討している金融機関に対する要求事項と基準を定める規制の草案を
公表

 金融セクターにおけるe-KYC技術の安全かつ確実な適用を可能にし、
金融機関に対する監督を効果的に継続することが目的

 銀行、投資銀行、イスラム銀行、生命保険およびタカフルのオペレー
ター、所定の開発金融機関、両替商、送金プロバイダー等に適用

 規制対象機関に求められる技術：
 政府発行のIDに対して顧客を検証する生体認証技術
 e-KYCの顧客認証をサポートするために使用される政府発行のIDが
本物であることを保証する検出技術

 顧客が実在の人物であることを保証し、なりすましを検出する技術

Riskscreen
https //ww

w riskscree

n.com/kyc3

60/news/ba

nk-negara-

malaysia-

issues-

draft-rules-

on-

financial-

sector-use-

of-

electronic-

kyc/
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(2/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（19/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.riskscreen.com/kyc360/news/bank-negara-malaysia-issues-draft-rules-on-financial-sector-use-of-electronic-kyc/
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ファイ
ナンス

タイ 1-A3 改造した
携帯電話の
使用を禁止

12月21日タイ中央銀行は、不正に改造された携帯電話でのモバイル決済を2020年

5月より禁止予定
 規制概要：

 中央銀行がモバイルバンキングのセキュリティ強化対策の一環として、
不正に改造（jailbroken）された、または古いオペレーティングシステム
を搭載した携帯電話におけるモバイルバンキング取引を禁止（2020
年5月1日より実施）
 約10,000台の携帯電話が該当するとの推定あり

Bangkok Post
https //ww

w bangkok

post.com/b

usiness/18

20994/jailb

roken-

phones-

slapped-

with-ban

マレー
シア

1-A4 イラン、トル
コ、マレーシ
アは統一の
イスラム
暗号通貨に
ついて議論

12月21日マレーシアで開催されたイスラム国首脳サミットにおいて、イランがイスラ
ム暗号通貨の統一について提案

 イスラム国首脳会合概要：
 米ドル依存からの脱却を目的とし、イランがイスラム暗号通貨の統一
について提案

 イスラム国首脳会合には、マレーシアのほかインドネシア、トルコ、イ
ラン、カタール等が参加

 マレーシアのマハティール首相は、イスラム暗号通貨の統一の議論に
ついて前向きな姿勢を提示

Bitcoin.com
https //new

s bitcoin.co

m/iran-

turkey-

malaysia-

discuss-

creating-

unified-

muslim-

cryptocurre

ncy/
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(3/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（20/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.bangkokpost.com/business/1820994/jailbroken-phones-slapped-with-ban
https://news.bitcoin.com/iran-turkey-malaysia-discuss-creating-unified-muslim-cryptocurrency/
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ファイ
ナンス

マレー
シア

1-A5 マレーシア
にて、情報
銀行5行に
ライセンスを
発行予定

12月27日マレーシア国立銀行（BNM）は、同国におけるバーチャル銀行のオペレー
ションに対する規制ガイドラインの発表に向けた取り組みを推進中
 草案に対する書面のフィードバックを募集しており、適格性や承認基準に関する
詳細と共に中央銀行に提出される予定（2020年2月）

 規制ガイドライン・枠組みの概要：
 ライセンスの申請者は、伝統的又はイスラムの銀行商品のいずれか
の提供が可能であり、2013年金融サービス法または2013年イスラム
金融サービス法を遵守する必要有

 なお、デジタル銀行は、最低払込資本が1億RMに制限された形で業
務を開始し、総預金限度額は20億RMとなる予定。また、個人ごとの
預金額は、後に中央銀行によって決定される特定の限度額に制限

Financemagn

ates.com

https //ww

w.financem

agnates.co

m/fintech/p

ayments/fiv

e-digital-

banks-to-

be-given-

licenses-in-

malaysia/

シンガ
ポール

1-A6 シンガポー
ルの
Fintechフェ
スティバル
で起きたこと

12月24日シンガポールでFintechフェスティバルが開催され、市場の成長と規制の
在り方について議論（2019年11月）

 実施期間：
 2019年11月11日～15日までの5日間

 参加者：
 6万5千人が来場、130カ国から400人が講演、41のパビリオンが出展

BFSI
https //bfsi.

economicti

mes indiati

mes com/n

ews/fintech

/singapore-

fintech-

festival-as-

it-

happened/

72102168
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(4/4)

ファイナンス分野関連記事詳細（21/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.financemagnates.com/fintech/payments/five-digital-banks-to-be-given-licenses-in-malaysia/
https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/fintech/singapore-fintech-festival-as-it-happened/72102168
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ファイ
ナンス

国際 1-O1 ITU、デジタ
ルファイナン
スへの信頼
構築に関す
る新しい
レポートを
発行

12月10日Financial Inclusion Global Initiative（FIGI）は、レポート“SS7 

vulnerabilities and mitigation measures for Digital Financial 

Services transactions”及び“Digital Financial Services Security 

Assurance Framework”を発行
 FIGI概要：

 デジタルファイナンスの研究を促進し、発展途上国での金融包摂を
促進

 ビル&メリンダ・ゲイツ財団の支援を受け、Committee on Payments 

and Market Infrastructures (CPMI)、ITU、世界銀行グループが主導
 デジタルファイナンスに関する下記3つのワーキンググループを設置

 デジタルIDとファイナンシャルインクルージョンの関係
 商人とその顧客による電子支払いの受け入れ
 デジタル金融サービスのセキュリティと信頼

 レポート“SS7 vulnerabilities and mitigation measures for Digital 

Financial Services transactions”概要：
 Signaling System 7（SS7）の脆弱性と対策の必要性を指摘

 ITUの役割として、レガシーネットワークの標準化及びセキュリティ
機能の追加について言及

 レポート“Digital Financial Services Security Assurance Framework”
概要：
 既存の認証モデルの脆弱性を指摘、生体認証を用いるFIDO認証へ
の移行の必要性を指摘
 ITUは、ITU X.1277及びITU X.1278にてFIDO認証を国際規格と
して組込み

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/itu-

reports-

build-trust-

digital-

finance/
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(1/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（22/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://news.itu.int/itu-reports-build-trust-digital-finance/
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ファイ
ナンス

国際 1-O2 気候債券イ
ニシアチブ
は、Climate 

Bonds 

Standard 

(CBS) の
第3版を
発行

12月11日気候債券イニシアチブ（Climate Bond Initiative）は、Climate Bonds 

Standard (CBS) の第3版を発行
 Climate Bonds Standard (CBS) の第3版概要

• EUなどの関連する枠組みとの互換性を確保した他、Green Bond 

Framework文書が盛り込むべき事項の詳細や支出、債券証券の
定義などを記載

 Climate Bonds Standard (CBS) 第3版と互換性のある枠組：
 EU Green Bond Standard (GBS)

 Green Bond Principles (GBP) 最新版
 Green Loan  Principles

 他、インド、日本、ASEANで採用されたガイドラインなど

Climate Bond 

Initiative

https //ww

w climateb

onds net/re

sources/pr

ess-

releases/2

019/12/clim

ate-bonds-

launches-

version-30-

internation

al-climate-

bonds

1-O3 「FIGIセキュ
リティクリ
ニック」で
フィンテック
のセキュリ
ティに関す
る専門家の
洞察を獲得

12月2日 Financial Inclusion Global Initiative（FIGI）は、FIGI Security Clinic
を開催予定（12月4～5日）

 FIGI概要：
 デジタルファイナンスの研究を促進し、発展途上国での金融包摂を促
進

 ビル&メリンダ・ゲイツ財団の支援を受け、Committee on Payments 

and Market Infrastructures (CPMI)、ITU、世界銀行グループが主導
 デジタルファイナンスに関する3つのワーキンググループを設置

 デジタルIDとファイナンシャルインクルージョンの関係
 商人とその顧客による電子支払いの受け入れ
 デジタル金融サービスのセキュリティと信頼

 イベント概要：
 通信プロトコル、デジタルID、認証、セキュリティ保証フレームワーク
のセキュリティ脆弱性の軽減等に関するFIGIガイダンスを提示予定

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/exp

ert-insight-

fintech-

security-

figi-

security-

clinic/
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(2/2)

ファイナンス分野関連記事詳細（23/23）

テーマ別情報詳細 ファイナンス

https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2019/12/climate-bonds-launches-version-30-international-climate-bonds
https://news.itu.int/expert-insight-fintech-security-figi-security-clinic/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E1 COCIR、
EFOMP、
ESTROは、
放射線治療
機器メー
カー向けの
ユーザーへ
の情報提供
方法に関す
るガイドライ
ンを発行

12月2日 欧州放射線・医療電子機器産業連合会（COCIR）、欧州医学物理機構
（EFOMP）、欧州放射線腫瘍学会（ESTRO）は、放射線治療機器メー
カー向けのユーザーへの情報提供方法に関するガイドラインを発行
 COCIR、EFOMP、ESTROは共同で放射線防護についての基準を定めた欧州
原子力共同体（Euratom）の Basic Safety Standards (BSS) Directive 

(96/29/Euratom) 63条、78条2項の要求を満たす「製造業者のためのガイドライ
ン」を発行

 ガイドラインの概要：
 放射線医学のリスクに関する分かりやすい文書の作成方法について
記述

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry 

(COCIR)

https //ww

w cocir.org/

media-

centre/pres

s-

releases/ar

ticle/cocir-

efomp-and-

estro-

launch-

guidelines-

for-

manufactur

ers-of-

radiation-

therapy-

equipment-

on-how-to-

provide-

information

-to-

users.html
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（1/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.cocir.org/media-centre/press-releases/article/cocir-efomp-and-estro-launch-guidelines-for-manufacturers-of-radiation-therapy-equipment-on-how-to-provide-information-to-users.html
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E2 高齢者に
優しい世界
の構築

12月2日 DKEは、国際標準が医療機器の品質と安全性を保証しているとして関連
規格を紹介
 国際的に高齢化が予測される中、国際標準が高品質な医療機器を担保し、高齢
者へ安全性を保証していることを紹介

 医療機器に関連する国際規格：
 IEC/TC 62：医療用電気機器の規格を策定（国内委員会：DKE/K 

810）
 SC 62B：医療診断用の画像取得ユニットの規格を作成

 ISO/IEC JTC 1：ISO、IECの双方に係る医療関連規格を策定
 SC 35：音声制御を備えたユーザーインターフェースの枠組み
と一般的なガイドラインを定義する規格ISO/IEC 30122-1を
公開

 SC 41：IoTに関連する文書を策定
 SC 42：人工知能に関する規格を策定

 IEC TC 100：Active Assisted Living（AAL）を含むオーディオ、ビデオ、
およびマルチメディアシステムの規格を策定
（国内委員会：DKE/K 742）

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https //ww

w dke.de/d

e/news/201

9/aufbau-

einer-

altersfreun

dlichen-

welt
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（2/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/aufbau-einer-altersfreundlichen-welt
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ヘルス
ケア

欧州 2-E3 MedTech 

Europeは、
AIに関する
ポジション
ペーパーを
発表

12月4日 MedTech Europeは、欧州委員会のHigh-Level Expert Group on AI 

(HLEG AI) によるAI政策草案に対し、ポジションペーパー「Artificial 

Intelligence in MedTech: Delivering on the Promise of Better 

Healthcare in Europe」を発行
 MedTech Europeは、AIが医療分野での活用が期待される一方、技術的、法的、
社会的課題も抱えているとして、HLEG AIの発表した政策草案に言及しながら
提言を発表

 提言の内容：
 統一したデータフローの提供するためインフラ面での協調
 強固なガバナンスフレームワークの構築
 労働者への必要なスキルの教育
 研究開発や導入のための技術への投資

Alliance of 

European 

Medical 

Technology 

Industry 

Associations 

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/medtech-

europe-

publishes-

its-position-

paper-on-

artificial-

intelligence

/

2-E4 医療機器の
ための新た
なシンボル
がISOの
ウェブサイト
で利用可能

12月4日 医療機器のラベリングに係るISO 15223-1の改定にともない、医療機器
用の新たな記号がISOのウェブサイトで公表
 ISO standard 15223-1（Medical devices — Symbols to be used with medical 

device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General 

requirements）の改定に伴い、医療機器用の新たな記号がISOウェブサイトで公
表され、MedTech Europeはその改定を外部向けガイドラインに反映させるため
作業を実施中

Alliance of 

European 

Medical 

Technology 

Industry 

Associations 

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/new-

symbols-

for-

medical-

device-

label-now-

available-

on-the-iso-

website/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（3/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europe-publishes-its-position-paper-on-artificial-intelligence/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/new-symbols-for-medical-device-label-now-available-on-the-iso-website/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 CEN、
CENELEC、
ETSIは、
ICTのアクセ
シビリティに
関する新た
な規格を
開発

12月16日欧州標準化委員会（CEN）と欧州電気標準化委員会（CENELEC）、欧州
電気通信標準化機構（ETSI）は、障がい者に配慮したICT調達に関する
公的機関向けの新規格EN 301549：2019を策定

 EN 301549規格概要：
 正式名称：「EN 301549：Accessibility requirements for ICT 

products and services」
 CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc - eAccessibilityにより策定
 障がい者に配慮した公共機関向けのICT調達基準であり、Text to 

Speechなどの技術を活用してウェブサイトや電子機器、アプリなどに
おける障がい者のアクセシビリティを確保することを要求

 本規格は、2018年に策定された規格を修正して策定され、EU指令
2016/2102のEU官報（OJEU）において引用される予定

 本規格は、ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム（W3C）の新たな
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) との整合性も担保

CEN-

CENELEC 

Management 

Centre 

(CCMC)

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/EN-

2019-

051 aspx

2-E6 医療機器規
則：EUは患
者とヘルス
ケアシステ
ムが特定の
低リスク医
療機器を引
き続き利用
し続けられ
るよう措置
を採択

12月18日欧州議会は、医療機器に関する新たな規制枠組において、メスなど
低リスク医療機器については、旧指令における認証スキームに基づき
引き続き利用できるとする移行措置を採択

 背景：
 医療機器指令（MDD）に代わる医療機器に関する新たな規制枠組、
医療機器規則（MDR）を採択（2017年）

 移行措置の内容：
 2020年5月までにCEマークを取得した低リスクの医療機器に関して、

2024年5月まではMDDに沿って使用可能

Alliance of 

European 

Medical 

Technology 

Industry 

Associations 

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/medical-

devices-

regulation-

eu-takes-

action-to-

facilitate-

continued-

availability-

of-certain-

low-risk-

medical-

devices-to-

patients-

and-

healthcare-

systems/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（4/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/EN-2019-051.aspx
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medical-devices-regulation-eu-takes-action-to-facilitate-continued-availability-of-certain-low-risk-medical-devices-to-patients-and-healthcare-systems/
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ヘルス
ケア

英国 2-E7 BSIは医療
機器メー
カーによる
リスク管理
システムの
近代化を
支援

12月18日英国規格協会（BSI）は、医療機器のリスク管理に関する新規格BS EN 

ISO 14971:2019 Medical devices. Application of risk 

management to medical devicesを策定
 BS EN ISO 14971:2019の概要：

 医療機器に関連するリスクの特定、見積、管理、測定、監視に関する
枠組みを提供

 バイオ互換性やデータ・システムセキュリティをはじめとする医療機器
のライフサイクル全体に適応可能
 バイオ互換性
 データ・システムセキュリティ
 電気
 可動部品
 放射線
 ユーザビリティ

 医療機器の設計、開発、製造、実装、サービス提供など医療装置、機
器、技術に関する全ての組織に関連

 国際規格との関連：
 本規格は、今後発行予定のISO 14971の第3版に相当
 医療機器規則（MDR）、体外診断用医療機器規則（IVDR）との整合
化措置が遅延しているため、本規格の国際版と欧州版の整合化を一
旦切り離すことを決定
 同日に両版を策定した上で、後日整合化を行う予定

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https //ww

w bsigroup.

com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pres

s-

releases/2

019/decem

ber/bsi-

supports-

medical-

device-

manufactur

ers-to-

modernize-

risk-

manageme

nt-systems/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（5/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2019/december/bsi-supports-medical-device-manufacturers-to-modernize-risk-management-systems/
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ヘルス
ケア

英国 2-E8 BSIはオラン
ダにおける
体外診断用
医療機器
規則の認証
機関に指定

12月24日英国規格協会（BSI）はオランダにおけるEU体外診断用医療機器規則
（IVDR）（EU 2017/746）の第三者認証機関に指定（12月24日）
 本指定は、BSIにとって4度目かつ最終の指定であり、これによりIVDR及び医療
機器規則（MDR）に関する全ての領域の認証を担当することが可能に

 BSIグループ医療機器担当上級副会長Gary Slackコメント要旨：
 本指定によりBrexitの結果に関わらずクライアントに円滑なサービス
を提供するという約束を果たすことが可能

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https //ww

w bsigroup.

com/en-

US/about-

bsi/Media-

Center/Pre

ss-

Releases/2

019/bsi-

designated

-to-the-in-

vitro-

diagnostics

-regulation-

in-the-

netherland

s/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（6/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.bsigroup.com/en-US/about-bsi/Media-Center/Press-Releases/2019/bsi-designated-to-the-in-vitro-diagnostics-regulation-in-the-netherlands/
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ヘルス
ケア

欧州 2-E9 EU医療
機器規則の
規格整合化
プロセスと
対応のため
の5つの
方法

12月24日欧州医療機器規則（MDR）及び体外診断用医薬機器規則（IVDR）関連
規格の策定と国際規格との整合化プロセスが遅延しており、規格への
適合性担保に際し企業は慎重な対応が必要
 医療機器に関連する欧州標準化委員会（CEN）・欧州電気標準化委員会
（CENELEC）による欧州規格と国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議
（IEC）による国際規格との整合化プロセスが大きく遅延

 MDR及びIVDRに関する規格策定も開始され、リスクマネジメント等関連規格の
整合化プロセスが優先的に扱われているものの、整合化プロセスが遅延する
可能性

 ISO 13485：Quality systems

 ISO 14971：Risk management

 ISO 10993-1：Biocompatibility

 ISO 14155：Clinical trials

 ISO 15523：Labelling

 ISO 15986：Labelling for devices containing phthalates

 米国食品医薬品局（FDA）などは最新の規格への適合を求める場合もあるため、
整合性担保のためには欧州の旧規格と最新の国際規格双方の情報収集、第三
者認証機関への相談など対応が必要

Master Control
https //ww

w masterco

ntrol.com/g

xp-

lifeline/the-

standards-

harmonizat

ion-

process-

and-5-tips-

to-manage-

it-with-eu-

mdr/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（7/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.mastercontrol.com/gxp-lifeline/the-standards-harmonization-process-and-5-tips-to-manage-it-with-eu-mdr/
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ヘルス
ケア

米国 2-U1 ANSIは、中
国国家薬品
監督管理局
（NMPA）の
代表団を
受け入れ

12月3日 米国国家規格協会（ANSI）は、中国国家薬品監督管理局（NMPA）の
代表団と両国の標準化動向について協議（11月22日）
 米国貿易開発庁（USTDA）の招待により中国国家市場監督管理総局（SAMR）
の傘下で医療機器の規格策定を担当するNMPAが訪米し、ANSIや米国医療機
器振興協会（AAMI）と協議を行ったほか、米国の業界関係者と面会

 協議実施の背景：
 2018年以降、中国政府は医療機器業界における規制監督と規制
政策を強化

 ANSIは、USTDAのファンディングによるU.S.-China Standards and 

Conformity Assessment Cooperation Programを通じ、2018年と
2019年に計2度NMPAと標準化に関するワークショップを開催

 ANSIは中国食品医薬品検定研究院（NIFDC）と標準化に関する情報
交換のためのMoUを締結

 ANSI、AAMI、NMPAの協議内容：
 両国の規格動向や医療機器のリスクマネジメントについて対話

 米国における医療機器の規格策定プロセスやAAMIが事務局を務
めるISO、IECの委員会活動を説明

 分野専門家Patty-Krantz-Zuppanが、医療機器ソフトとリスクマネ
ジメントに関するIEC 62304について説明

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=e

7eb069c-

45da-

4898-

ab51-

b8196cf24

1e8
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（8/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=e7eb069c-45da-4898-ab51-b8196cf241e8
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ヘルス
ケア

米国 2-U2 AMIAは、
Cures 2.0
における新
たな改革を
要求

12月16日米国医療情報学会（AMIA）は、医療技術に関する21st Century Cures 

Actへのフォローアップ立法措置Cures 2.0に関する意見を下院議員に
送付

 背景：
 医療機器の開発の迅速化とイノベーションの促進のための法律21st 

Century Cures Actが成立（2016年）
 同法の共同起草者であった下院議員らがデジタルヘルスや新たな治
療法への患者のアクセスを改善する新たな立法措置へのビジョン
Cures 2.0を発表（2019年11月）

 意見の内容：
 Cures 2.0への賛意を表明
 個人情報などに関する施策を盛り込むことを要求

 医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPPA）でカバーされて
いない個人情報の保護の言及

 米国保健福祉省（NIH）の補助金における研究目的の情報共有強
化のための要件追加

 米国食品医薬品局（FDA）のDigital Health Software 

Precertification (Pre-Cert) Program pilotへの支援と監督強化
 連邦機関による患者の個人識別情報の利用化への支持

American 

Medical 

Informatics 

Association 

(AMIA)

https //ww

w amia.org

/news-and-

publication

s/press-

release/am

ia-calls-

new-set-

reforms-

%E2%80%

98cures-

20%E2%8

0%99
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（9/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.amia.org/news-and-publications/press-release/amia-calls-new-set-reforms-%E2%80%98cures-20%E2%80%99
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ヘルス
ケア

米国 2-U3 新たな報告
書を発行：
健康を
推進：
SMART/HL

7 Bulk Data 

Export/FLA

T FHIRを
進化

12月16日集団単位での医療情報の交換に関する規格 SMART/HL7 Bulk 

Data/Flat FHIRの活用状況共有のための会議が開催
 背景：

 医療情報の活用推進のためのプログラムSMARTとHL7は、集団レベ
ルでの医療情報の活用を推進するため、医療情報交換のためのイン
ターフェース規格であるSMART/HL7 Bulk Data/Flat FHIRを開発

 会議における討議事項：
 SMART/HL7 Bulk Data/Flat FHIRフォーマットでの標準化された
データエクスポートの需要が急増中であることを共有

 Argonaut Projectにおいて、同規格の大規模活用が進行中であるこ
とを共有

 20以上の医療システム等に関し、実際の使用テストを行う計画である
ことを発表

 関係団体は、無料で同規格に関わるリソースを利用可能とすることで
同意

SMART
https //sma

rthealthit.or

g/2019/12/

push-

button-

health-

advancing-

smart-hl7-

bulk-data-

export-flat-

fhir/?utm s

ource=rss&

utm mediu

m=rss&utm

campaign

=push-

button-

health-

advancing-

smart-hl7-

bulk-data-

export-flat-

fhir

2-U4 医療用画像
に関する新
規格は、RF
コイルの
表面温度の
測定を
カバー

12月18日米国電機工業会（NEMA）は、MRI用のRFコイルの表面温度の測定に関
する新規格「MS 14-2019 Characterization of Radiofrequency (RF) 

Coil Heating in Magnetic Resonance Imaging Systems」を策定
 新規格概要：

 IEC 60601-1など患者の安全に関する規格を満たすためのMRI特有
の方法論を提供

 独自のコイルを製作する研究者も活用可能

National 

Electrical 

Manufacturers 

Association 

(NEMA)

https //ww

w nema.or

g/news/Pa

ges/New-

Medical-

Imaging-

Standard-

Covers-

Measurem

ent-of-

Radiofrequ

ency-Coil-

Surface-

Temperatu

re.aspx
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ヘルスケア分野関連記事詳細（10/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://smarthealthit.org/2019/12/push-button-health-advancing-smart-hl7-bulk-data-export-flat-fhir/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=push-button-health-advancing-smart-hl7-bulk-data-export-flat-fhir
https://www.nema.org/news/Pages/New-Medical-Imaging-Standard-Covers-Measurement-of-Radiofrequency-Coil-Surface-Temperature.aspx
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ヘルス
ケア

米国 2-U5 Apple、
Google、
Amazonは、
共同でス
マートデバ
イスの基準
を検討

12月19日Apple、Amazon、Googleは、無線通信の標準化団体Zigbee Alliance
と共同でスマートホームデバイスの規格策定を行うことを発表
 3者は、 SamsungやIKEAも参加する無線通信のグローバル標準化団体Zigbee 

Allianceと共同で、安全で業界統一的なスマートホームデバイスのプロトコル
策定を発表（2020年中に策定完了予定）

Japan Times
https //ww

w japantim

es.co.jp/ne

ws/2019/12

/19/busines

s/tech/appl

e-amazon-

google-

partner-

make-

smart-

home-

devices-

compatible/

#.Xft3d2T7

Rdg
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（11/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/19/business/tech/apple-amazon-google-partner-make-smart-home-devices-compatible/#.Xft3d2T7Rdg
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ヘルス
ケア

米国 2-U6 IEEE 

P802.11ax

™は、室内
及び過密な
都市部にお
ける5G利用
の仕様を満
たし、より
良いネット
ワークパ
フォーマン
スを実現

12月19日 IEEE Standards Association (IEEE SA) は、ドラフト中の規格IEEE 

P802.11axが国際電気通信連合（ITU）の定めた室内及び過密な都市部
における5G利用の仕様を満たすと発表

 背景：
 IEEE SAは、遠隔ビデオストリーミングやクラウドアクセス、より接続さ
れたモバイル環境により高まる無線接続への需要に応えるためIEEE 

802.11を発展させる形でIEEE P802.11axの策定に着手
 発表内容：

 ITUは5Gに関する規格MT-2020において通信のパフォーマンス測定
のための基準を提供しており、今回IEEE P802.11axが室内及び過密
な都市部における5Gの高速大容量（eMBB）利用シナリオにおける媒
体アクセス制御・物理レイヤー（MAC/PHY）の仕様を満たしていること
を確認

 （参考）P802.11ax 名称：
 IEEE Draft Standard for Information Technology --

Telecommunications and Information Exchange Between 

Systems Local and Metropolitan Area Networks -- Specific 

Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control 

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 

Enhancements for High Efficiency WLAN

IEEE 

Standards 

Association 

(IEEE SA)

https //stan

dards ieee.

org/news/2

019/5g-

indoor-

hotspot-

and-dense-

urban-

deploymen

ts.html

2-U7 HL7は、ゲノ
ム報告の
実施ガイド
を発行

12月19日HL7は、ゲノムデータの報告に関する実施ガイドFast Healthcare 

Interoperability Resources (FHIR) Genomics Reporting 

Implementation Guide (IG) の試用版を公表
 HL7は、各国の専門家と協力し、医療情報相互運用システムFHIRに基づきゲノ
ム情報の報告の構成などに関するガイドの試用版を公表

Health Level 

Seven (HL7)

http //www.

hl7 org/doc

umentcent

er/public/pr

essrelease

s/HL7 PR

ESS 2019

1219.pdf
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ヘルスケア分野関連記事詳細（12/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://standards.ieee.org/news/2019/5g-indoor-hotspot-and-dense-urban-deployments.html
http://www.hl7.org/documentcenter/public/pressreleases/HL7_PRESS_20191219.pdf
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ヘルス
ケア

米国 2-U8 薬品不足と
製品標準化
が、静脈注
射薬の利用
を阻害

12月25日医療ケアサービスプロバイダーの専門家パネルは、薬品不足と注射薬製
品の標準化の必要性について指摘
 専門家パネルは、薬品不足や注射薬製品の標準の不在などにより患者の安全
が損なわれていることを指摘し、注射薬に関する規制枠組の必要性に言及

DrugTopics
https //ww

w drugtopic

s com/lates

t/drug-

shortages-

product-

standardiz

ation-

plague-iv-

drug-

delivery

2-U9 2019年の
振り返り：
標準化活動

12月30日米国規格協会（ANSI）は、2019年に健康や科学技術分野における標準
化に尽力したことを報告

 保健分野での取り組み：
 保健分野では、目の保護や習慣的な運動、栄養価の高い食事に関す
る規格策定を行った他、ANSIが事務局を務めるISO/TC 215 Health 

Informaticsでの技術レポートやサプリメントに関する報告書を発行
 科学技術分野での取り組み：

 付加製造（AD）規格策定に関するオンライン情報ポータルをリリース
 交通分野での取り組み：

 ドローンに関する規格策定や傘下のUnmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative (UASSC) が報告書を発行

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=0

69d6372-

5c20-459c-

acd3-

eab381ebf

849
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（13/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.drugtopics.com/latest/drug-shortages-product-standardization-plague-iv-drug-delivery
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=069d6372-5c20-459c-acd3-eab381ebf849
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ヘルス
ケア

米国 2-U10 どの様に
我々は医療
分野のサイ
バーセキュ
リティ保障
のための
協調的アプ
ローチを築
いたか？

12月31日ULと米国退役軍人省は、医療分野におけるサイバーセキュリティ確保の
ために協調

 ULと退役軍人省間の協力内容：
 国家安全保障省のU.S. Software Supply Chain Assurance Forum
での議論に基づき、両機関はCooperative Research and 

Development Agreement (CRADA) を締結
 CRADAの下、両機関は医療分野のサイバーセキュリティに関する情
報交換を通じ、サイバーセキュリティに関する国家規格UL 2900シ
リーズの更新を行った他、退役軍人省の医療の安全性向上に寄与

 UL規格策定の経緯：
 米国の安全保障機関らの呼びかけでCyber ULが設立（2015年）
 Cybersecurity National Action Plan (CNAP) の下、UL 

Cybersecurity Assurance Programを国家安全保障省が承認
（2016年）

 UL 2900-1、UL 2900-2-1が、国家規格として発行され、食品医薬品
局や海外の機関も採用（2017年）

MedTech 

Intelligence

https //ww

w medtechi

ntelligence.

com/colum

n/how-we-

created-an-

orchestrate

d-

approach-

to-

healthcare-

cybersecuri

ty-

assurance/
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/7)

ヘルスケア分野関連記事詳細（14/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medtechintelligence.com/column/how-we-created-an-orchestrated-approach-to-healthcare-cybersecurity-assurance/
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ヘルス
ケア

中国 2-C1 家電及び軽
工業標準技
術産業研究
院が作成し
た2つの
団体規格の
レビューが
完了

12月6日 「スマートソケットおよび類似機能の電気製品のインテリジェント評価の
ための技術仕様」及び「スマートスイッチおよび類似機能の電気製品の
インテリジェント評価のための技術仕様」規格レビュー会議が開催
（12月6日＠中国 北京）

 規格概要：
• スマートソケット、スマートスイッチ、及び類似機能の電化製品のイン
テリジェンスレベルの評価指標と評価ルール、および評価方法を規定
• 規格策定作業において、家電及び軽工業標準技術産業研究院の

Yu Ling、Hu Yaxin、Sun Ruiが国内の開発状況、規格策定の目的
と重要性、作業プロファイル、機能分析、規格フレーム構造の策定、
データ検証等、スマートソケットとスマートスイッチに関する研究を
実施

 レビューチームの構成：
• 家電標準化委員会、国家スマートホームモニタリング・適合性評価・
認証研究所、製品品質検査などの関連部門の専門家

 ドラフト作成チームの構成：
• 家電及び軽工業標準技術産業研究院、Zhongjiayuan（Beijing）

Testing and Certification等
 協議内容：

• レビューグループが、基準の規定を検討し、用語定義、試験手順、
規定の正確性、および説明の準備に関する意見と提案を提供し、
規格内容が合理的であり、記述形式が要件を満たしていることに同意

• ドラフト作成グループが専門家から提供された意見や提案に従って
規格を修正し、中国標準化協会に提出

家電及び軽工
業標準技術
産業研究院
（SAC/TC46）

http //www.

cheari.ac.c

n/index.ph

p/Show/cid

/14/aid/858
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（15/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cheari.ac.cn/index.php/Show/cid/14/aid/858
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ヘルス
ケア

中国 2-C2 「産業およ
び類似用途
の除湿機」
の規格策定
会議が北京
で開催

12月13日中国標準化協会電気電子部門が「産業用および類似用途の除湿機」に
関する規格策定会議を開催（12月9日＠北京、中国）

 背景：
• 現在のGB / T 19411-2003「除湿機」は、製品の機能と性能の変化に
より時代遅れとなっていることから産業及び類似用途の除湿機を対象
とした規格の開発が必要

 協議内容：
• 参加者に規格の準備背景及び規格のドラフト内容が紹介され、その
後、参加者が規格の内容について議論、修正案を提案

 参加者：
• 家電及び軽工業標準技術産業研究院、Zhongjiayuan (Beijing) 

Testing and Certification、Zhejiang Oulun Electric、西安交通大学、
Ningbo Deye Daily Electric Technology, Guangzhou Baiao 

Electric、Zhejiang Zhengli Bioenergy Technology、Hangzhou 

Matsui Electric等

中国標準化
協会（CAS）

http //www.

china-

cas.org/zxd

txhxw/1940

jhtml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（16/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1940.jhtml
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ヘルス
ケア

中国 2-C3 「スマートテ
レビのイン
テリジェント
評価のため
の技術仕
様」に関す
る規格策定
会議が北京
で開催

12月13日中国標準化協会電気電子部門が「スマートテレビのインテリジェント評価
のための技術仕様」に関する規格策定会議を開催
（12月12日＠北京、中国）

 規格概要：
• 本規格は、インテリジェント機能評価として、ソフトウェアの機能安全、
および情報技術セキュリティの用語を定義し、各インテリジェント機能
について、定量的評価指標、定性・定量的評価方法を規定

• なお、別途提案されている「スマートTVスマートレベルの評価のため
の技術仕様」規格は機能・パフォーマンスに関する「安全、信頼性、
健康、省エネ、使いやすさ」を指標として規定

 協議内容：
• 参加者に規格ドラフトの主要な内容が紹介され、その後、参加者が
議論を行い、内容改善のための修正を実施

 参加者：
• 家電及び軽工業標準技術産業研究院、Zhongjiayuan (Beijing) 

Testing and Certification、Qingdao Haier Multimedia、Qingdao 

Hisense Electric、Shenzhen Skyworth-RGB Electronics、Lenovo、
Beijing Xiaomi Electronic Products等

中国標準化
協会（CAS）

http //www.

china-

cas.org/zxd

txhxw/1941

jhtml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（17/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1941.jhtml
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ヘルス
ケア

中国 2-C4 2019年の産
業技術基本
公共サービ
スプラット
フォームプ
ロジェクト
「IoT標準検
証及びテス
ト公共サー
ビスプラット
フォームの
構築」キック
オフミーティ
ング

12月16日CESIは、IoT標準検証及びテスト公共サービスプラットフォーム構築プロ
ジェクトのキックオフミーティングを開催（12月11日＠北京）

 プロジェクト目的：
 IoT標準検証と標準コンプライアンステストのための公共サービス
プラットフォームを構築

 協議内容：
• プロジェクト運営における4要件を明示

• プロジェクトリーダーユニットは、全体的な計画を行い、組織を先導
し、要件を厳密に遵守すること

• IoT業界の新しい道を模索し、プラットフォームの構築を通じて地域
の公共サービス機能を拡大すること

• プロジェクト資金管理をきちんと行い、要件に厳密に従うこと
• 専門家のレビューを実施すること

• プロジェクト評価指標、実装計画、管理メカニズム、資金調達の実装
要件の詳細について協議

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5892 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（18/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5892.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C5 国家規格
「オーディオ、
ビデオ、情
報技術およ
び通信技術
機器パート
1：セキュリ
ティ要件」
会議の開催

12月25日電子製品安全基準ワーキンググループにおいて、国家規格「オーディオ、
ビデオ、情報技術および通信技術機器パート1：セキュリティ要件」の検討
会議を開催（12月17日）

 開催形態：
 中国工業情報化部電子情報局の委託を受け、中国電子技術標準化
研究院（CESI）が開催

 会議内容：
 専門家らは詳細に原案の議論、修正を行い、審査のために提出

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5959 h

tml

2-C6 中国は監視
技術で
存在感

12月27日Financial Timesは、国際電気通信連合（ITU）において中国が監視技術
関連の規格策定に関し、過去3年間で数多くの提案を行っていることを
紹介
 China Telecom、ZTE、Huaweiや監視カメラ大手Hikvision、Dahuaなどが、

2016年以降顔認識や音声認識といった監視技術関連の規格策定に関する20件
の提案を行い、およそ半数が既に承認

 ITUの規格の多くが途上国で適応されるため、米国、英国の関係者らは中国によ
る監視技術の国外輸出を懸念

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/b34d

8ff8-21b4-

11ea-

92da-

f0c92e957

a96
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（19/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5959.html
https://www.ft.com/content/b34d8ff8-21b4-11ea-92da-f0c92e957a96
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ヘルス
ケア

中国 2-C7 国際標準化
機構（ISO）
の高齢化に
関する技術
委員会（ISO 

/ TC 314）
の国内技術
委員会の
メンバーを
募集

12月27日中国標準化研究院（CNIS）は、国際標準化機構（ISO）の高齢化に関する
技術委員会（ISO / TC 314）の国内技術委員会のメンバーを募集

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/tzgg/201

912/t20191

227 49200

html

2-C8 国立人間工
学標準化技
術委員会
（SAC / TC 

7）2019年
年次総会を
開催

12月27日国家人間工学標準化技術委員会（SAC / TC 7）2019年次会議及び規格
審査会議が北京で開催（11日26日）

 会議開催概要：
 Zhang Bing事務局長が、委員会の2019年における活動と2020年の
作業計画を報告
 出席者は、2019年における人間工学に関する規格の国内適応か
ら国際化への進展を評価

 参加者は人間工学に関する下記2つの国家規格を審査し、承認
 「温熱環境のための人間工学的物理量測定器」
 「車両の温熱環境評価のための人間工学パート3：人間の被験者
を用いた温熱環境の快適性評価」

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191227

49201.html
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（20/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/tzgg/201912/t20191227_49200.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191227_49201.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C9 中国電子
技術標準化
研究院は、
中国ブロッ
クチェーン
技術・産業
開発フォー
ラムの第4
回ブロック
チェーン
開発会議を
開催

12月27日中国電子技術標準化研究院（CESI）は、中国ブロックチェーン技術・産業
開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発会議を開催（12月26日）

 会議開催概要：
 CESIのZhao Bo院長が、国内外の動向把握や規格策定の加速や積
極的な関与、オープンソースコミュニティの重要性に言及

 中国工業情報化部情報化・ソフトウェアサービス局のDong Dajian副
局長がブロックチェーン技術と産業の発展のための4つの措置を講ず
る必要性に言及
 計画、設計とセキュリティの強化
 技術研究の強化とトップレベルのインフラ構築
 標準化システムの完成とオープンソースコミュニティの構築
 インキュベーションの推進とアプリの実用推進

 北京京东振世信息技术有限公司、众安信息技术服务有限公司、深
圳华大基因科技有限公司は、関連する3団体規格を発表
 「ブロックチェーンロジスティクス追跡サービスアプリケーションガイ
ドライン」

 「ブロックチェーンオブジェクト通信プロトコル」
 「ブロックチェーンによる遺伝データサービスアプリケーションガイ
ドライン」

 その他、参加者はブロックチェーン技術や産業開発について議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5969 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（21/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5969.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C10 中国全国情
報技術標準
化技術委員
会マルチメ
ディア小委
員会の国際
標準化作業
会合、マシ
ンインテリ
ジェンス指
向のデータ
コーディング
ワーキング
グループ
発足会合が
開催

12月31日中国全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員会及び国際
標準化作業会合が開催（12月30日）

 会議開催概要：
 国家市場監督管理総局（SAMR）標準イノベーション管理局のXu 

Quanping局長は、中米貿易戦争における新しい国際標準化状況を
踏まえ、標準イノベーション管理局が国際標準化活動の調整を行うこ
とや来年の主要な国際標準化活動の方針を発表（以下、Quanping氏
による標準化活動方針要旨）
 国家規格の国際化に備え国家規格の翻訳を行い、「一帯一路」構
想などの国家政策に貢献

 専門家メンバーは積極的に国際標準化活動に参加して提案を提
出する一方、既存の標準化作業プロジェクトにおいて主導権を取
ることを最小限に制限

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5975 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(8/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（22/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5975.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C11 中国全国情
報技術標準
化技術委員
会の第4回
委員長会議
が北京で
開催

12月31日中国全国情報技術標準化技術委員会の第4回委員長会議が北京で開催
（12月17日）

 会議における実施事項：
 2019年全国情報技術標準化技術委員会の全国作業報告書のレ
ビュー

 2019年SC / WG作業優先実施報告書と2020年SC / WG作業優先報
告書の確認

 全国情報技術標準化技術委員会第3回委員会の開催
 12件の標準化プロジェクト計画のレビュー
 4件の国家規格の承認
 18件の国家標準化技術文書のレビュー
 最近の作業と国際標準化に関する報告の確認

 会議における合意事項：
 9件の標準化プロジェクト計画

 「情報技術マップデータベースシステムの技術要件」「産業用イン
ターネットプラットフォームマイクロサービスリファレンスフレーム
ワーク」他

 4件の国家規格
 「情報技術指紋を使用した身分証明書の技術要件」「IoT認知シス
テムアクセスの制御パート2：データ管理要件」他

 18件の国家標準化技術文書
 「情報技術システム間の通信と情報交換 LANとMANの固有要件
パート1：LAN規格の概要」他

 3件の国家標準化プロジェクト
 「情報技術学習、教育、訓練初等中等教育におけるける情報化レ
ベル評価モデル」他

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5972 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(9/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（23/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5972.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C12 違法に個人
情報を収集
して使用す
るアプリ評
価基準！
これらの6つ
の動作に
注意

12月31日中国国家インターネット情報局、工業情報化部、公安部、国家市場監督
管理総局は、アプリによる個人情報の扱いに関する文書「アプリによる違
法な個人情報の収集と使用の識別方法」を発表

 目的：
 個人情報の保護を強化するため、違法となるアプリによる個人情報の
収集と利用方法を定義

 定義された違法に係る6つの基準：
 個人情報の使用ルールの非公開
 個人情報の収集・使用の目的、方法、範囲の非公開
 ユーザーの同意のない個人情報の収集・使用
 サービスに不要な個人情報の収集
 ユーザーの同意のないの個人情報の共有
 法に規定された個人情報の削除や修正の機能の不在や苦情や報告
方法の非公開

据网经社
http //www.

100ec.cn/d

etail--

6540658.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(10/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（24/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

http://www.100ec.cn/detail--6540658.html
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ヘルス
ケア

中国 2-C13 全国情報技
術標準化技
術委員会の
カード及び
識別セキュ
リティ機器
小委員会の
2019年
全体会議

12月20日全国情報技術標準化技術委員会カード及び識別セキュリティ機器小委員
会の2019年全体会議が開催（12月19日＠北京）

 小委員会概要：
 身分証明書の分野における市場の要件を満たす基準を策定

 委員会概要：
 カード及び身分証明分野の企業及び研究機関の代表者50名以上が
出席

 小委員会における2020年の注力分野について協議
 ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and security devices for personal 

identificationにおける活動の活発化
 国内の研究と技術開発の接続
 国際会議の実施
 規格開発の促進

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5944 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(11/11)

ヘルスケア分野関連記事詳細（25/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5944.html
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ヘルス
ケア

ベト
ナム

2-A1 ISO 

14971：リス
クの低減、
医療機器の
安全性の
促進

12月26日STAMEQは、医療機器に係る改訂版ISO規格「ISO 14971:2019 

Medical devices — Application of risk management to medical 

devices」を紹介
 ISO14971:2019概要：

 ISO/TC 210 Quality management and corresponding general 

aspects for medical devicesが及びIEC TC 62 Electrical 

equipment in medical practiceが共同で策定
 ソフトウェア医療機器（SaMD）及び体外診断用医薬品（IVD）を含む医
療機器に対するリスクマネジメントの用語、原則、手順を規定

 規格に関する技術要件について、メーカーが行うべき詳細手順を含め
明確化

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 
（STAMEQ）

https //tcvn.

gov.vn/201

9/12/iso-

14971-

giam-rui-

ro-thuc-

day-su-an-

toan-cho-

cac-thiet-

bi-y-te/

インド
ネシア

2-A2 標準化をサ
ポートする
Pusrisbang
の研究結果

12月17日BSN研究開発センター（Pusrisbang）は、標準化及び適合性評価の研究
結果に関するセミナーを開催（12月17日）

 セミナー概要：
 インフラ、ヘルスケア、モビリティ、ハラール等の分野における研究成
果を発表
 電気自動車充電ステーション標準開発のロードマップ（2018～

2020年）
 手動及び電動車椅子のパラメーターテスト、等

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

795/hasil-

riset-

pusrisbang

-yang-

menunjang

-

standardis

asi
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向

ヘルスケア分野関連記事詳細（26/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/12/iso-14971-giam-rui-ro-thuc-day-su-an-toan-cho-cac-thiet-bi-y-te/
https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10795/hasil-riset-pusrisbang-yang-menunjang-standardisasi
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ヘルス
ケア

国際 2-O1 新しい合同
諮問グルー
プの議長で
ある
Johannes 

Kochへの
インタビュー

12月11日 IEC/TC 100、IEC/TC 124及びSyC AAL間の協力を促進するため、
新Joint Advisory Group（JAG）を設立

 JAG概要：
 3つのIEC委員会の間での情報交換を促進するため設置

 IEC/TC 100 Audio, video and multimedia systems and 

equipment

 IEC/TC 124 Wearable electronic devices and technologies

 SyC AAL: Active assisted living.

 独DKEが議長として、活動を主導
 今後の予定：

 3つの委員会における用語の標準化及びユースケースの重複を確認

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/201

9/12/intervi

ew-with-

johannes-

koch-chair-

of-the-new-

joint-

advisory-

group/

2-O2 医療機器の
リスクを
低減する：
国際ガイダ
ンスが改訂

12月18日 ISOは医療用ソフトウェアや体外診断用医療製品を含む医療機器のリス
ク低減のための規格ISO 14971「Medical devices – Application of 

risk management to medical devices」を改訂
 医療用ソフトウェアや体外診断用医療製品を含む医療機器のリスク低減のため
の規格ISO 14971「 Medical devices – Application of risk management to 

medical devices」及び付随するISO/TR 24971「 Medical devices – Guidance 

on the application of ISO 14971」を改訂
 ISO 14971の概要：

 医療用ソフトウェアや体外診断用医療製品を含む医療機器のリスク
管理に関する用語、指針、プロセスを詳述

 製造業者が従うべきステップの詳細を記したほか、現在のマーケット
ニーズに即して用語を改定、追加

 国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）の技術委員会が
合同で策定
 ISO/TC 210： Quality management and corresponding general 

aspects for medical devices

 IEC/TC 62： Electrical equipment in medical practice

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

5.html
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【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（27/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/12/interview-with-johannes-koch-chair-of-the-new-joint-advisory-group/
https://www.iso.org/news/ref2465.html
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ヘルス
ケア

国際 2-O3 IoTは、各領
域において
限られたソ
リューション
のみが生き
残る時代に

12月19日Open Connectivity Foundation（OCF）のJohn Park CEOは、IoTに
関し、各領域において限られたソリューションのみが生き残る時機が到来
すると予想

 OCFのPark CEOによるインタビュー発言要旨：
 IoTの相互運用性やオープンソースの重要性を踏まえ、スマートシティ、
スマートファクトリー、スマートホームの各領域において、限られたソ
リューションのみ生き残る時機が到来すると予想

 OCFは、スマートホーム領域において唯一IoT規格を提供しており、ス
マートホーム市場成功の重要な足掛かりになると指摘

 Park CEOは、韓国におけるHyundaiやLHとの協業や中国における
各種フォーラムの開催やインプリメンテーションガイドの発行などの事
例にも言及

Profit from IoT
https //iot.el

ectronicsfo

ru.com/con

tent/the-

whos-

who/iot-

will-reach-

where-

limited-

solutions-

survive-in-

each-

vertical/

2-O4 デジタルヘ
ルスケアと
患者情報の
管理

12月19日国際電気標準会議（IEC）の専門家Georg Heidenreich氏は、医療機器
ソフトウェアの扱うデータの完全性、妥当性、安全性、パフォーマンスに
関する規格策定の必要性に言及
 AIの活用など医療のデジタル化の進展を背景に、IEC TC 62 Electrical 

equipment in medical practiceを担当する専門家Georg Heidenreich氏は、医
療機器ソフトウェアの扱うデータの完全性、妥当性、安全性、パフォーマンスに関
する規格策定の必要性に言及

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //iecet

ech.org/iss

ue/2019-

05/Standar

ds-help-

ensure-

safety-of-

medical-

devices-

using-

artificial-

intelligence
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【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（28/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://iot.electronicsforu.com/content/the-whos-who/iot-will-reach-where-limited-solutions-survive-in-each-vertical/
https://iecetech.org/issue/2019-05/Standards-help-ensure-safety-of-medical-devices-using-artificial-intelligence
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ヘルス
ケア

国際 2-O5 医療機器の
リスクマネジ
メント：ISO 

14971の
アップデート

12月23日医療機器のリスクマネジメントに関する規格ISO 14971の改訂内容を
紹介

 ISO 14971の主な改訂点：
 新たな定義の追加（benefit、reasonably foreseeable misuse、state 

of the art）
 ベネフィット・リスク分析の重視
 リスクマネジメントプロセスのスコープの重視
 リスクマネジメント計画の重視
 未処理リスク全体の受容性評価方法・基準に関する定義のリスクマネ
ジメント計画への記載

 特定の未処理リスクの公開に関する仕様の統一
 生産時、生産後の積極的なリスクマネジメントに関する仕様の緻密化
と再構成

 多くの付属文書の削減とISO/TR 24971 (Medical devices –

Guidance on the application of ISO 14971) への移管

MEDIcept
https //ww

w medicept

com/medic

al-device-

risk-

manageme

nt-an-

iso14971-

update/
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【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（29/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://www.medicept.com/medical-device-risk-management-an-iso14971-update/
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ヘルス
ケア

国際 2-O6 Silicon 

LabsとZ-

Wave 

Allianceは、
Z-Waveを
半導体とス
タックサプラ
イヤーに開
放すること
でスマート
ホームの
エコシステ
ムを拡大

12月24日Silicon LabsとZ-Wave Allianceは、Z-Waveを半導体やソフトウェアサ
プライヤーに開放することでスマートホームのエコシステムを拡大すること
を発表
 The Z-Wave Allianceは、規格策定の組織を拡大するとともに、引き続きハード
ウェア、ソフトウェアを対象にしたZ-Wave認証プログラムを管理

 Z-Waveの公開仕様は、2020年前半に利用可能になる見込み
 Z-Waveの概要：

 1億以上の相互接続可能な機器、3,200以上の認証製品、700以上
のメンバー企業を保有する無線通信プロトコル
 相互運用性の高さ、バージョンをさかのぼっての互換性、セキュリ
ティ、容易な実装、低消費電力、広範な使用範囲が特徴

Electronics 

Maker

https //elect

ronicsmake

r com/silico

n-labs-and-

z-wave-

alliance-

expand-

smart-

home-

ecosystem-

by-

opening-z-

wave-to-

silicon-

and-stack-

suppliers

2-O7 2020年に向
けた医療画
像・情報に
関するトップ
10のトレンド

12月31日標準化が3Dプリンティング、医療情報交換プロトコルFHIR 分野における
技術の活用に寄与していることを紹介
 医療分野において、AR、AI、ブロックチェーン、3Dプリンティング、FHIR、クラウド、

Internet of Medical Things (IOMT)、Vendor Neutral Archives (VNA)、Digital 

Radiography (DR)、ポイント・オブ・ケア超音波の活用が進展。うち、特に3Dプリ
ンティングとFHIRに関しては標準化が活用進展に寄与

 3Dプリンティング分野における標準化：
• Picture Archiving and Communication System (PACS) における標
準化が、手術用モデル作成などに利用される3Dプリンティングの活用
に貢献

 情報交換プロトコル分野における標準化：
• 医療情報交換プロトコルであるFHIRの標準化が進展。ただし更なる
普及には縦割りの排除と標準化の成熟が必要であるとの指摘あり

OTech
https //ww

w otechimg

com/blog c

fm?id=223

357728027

5901556

2286

【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（30/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://electronicsmaker.com/silicon-labs-and-z-wave-alliance-expand-smart-home-ecosystem-by-opening-z-wave-to-silicon-and-stack-suppliers
https://www.otechimg.com/blog.cfm?id=2233577280275901556
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ヘルス
ケア

国際 2-O8 Kaleidosco

pe 2019に
おいて、
障がい者の
ための認証
ソリューショ
ンが1位を
獲得

12月18日国際電気通信連合（ITU）イベント Kaleidoscopeにおいて、障がい者の
ための認証ソリューションが1位を獲得

 ITU Kaleidoscopeの概要：
 学術界とICT分野の標準化の専門家との対話を促進し、国際規格策
定に生かすための査読付き学術会議として開催

 第11回となるKaleidoscope 2019は、健康のためのICTをテーマに開
催され、デジタルヘルスがすべての人と場所で活用されるための方法
について論文を公募

 Kaleidoscope 2019における受賞論文の概要：
 1位：障がい者のアシスト機器へのアクセスを改善するためのパス
ワードを用いた共有暗号鍵認証モデルのバイオメトリクス認証などへ
の拡張に関する論文

 2位：途上国のための基礎的なラボ情報システムの再設計に関する
論文

 3位：マルチフィーチャーに基づく人物追跡を用いた高齢者の転倒検
知に関する論文

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/aut

hentication

-solution-

for-people-

with-

disabilities-

wins-1st-

prize-at-

kaleidosco

pe-2019/

2-O9 CES 2020
にZigbee 

Allianceが
参加予定

12月30日 IoTに関する規格策定を行うZigbee Allianceは、テクノロジー分野の
国際展示会CES 2020に参加予定（2020年1月7～10日）
 Zigbee Allianceは、当イベントにて新たなスマートホームに関するワーキンググ
ループProject Connected Home over IPやAmazon、Apple、Googleとの協力、
新たなボードメンバーの発表等を行う予定

Zigbee 

Alliance

https //zigb

eealliance.

org/news

and article

s/zigbee-

alliance-at-

ces-2020/
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【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/5)

ヘルスケア分野関連記事詳細（31/31）

ヘルスケアテーマ別情報詳細

https://news.itu.int/authentication-solution-for-people-with-disabilities-wins-1st-prize-at-kaleidoscope-2019/
https://zigbeealliance.org/news_and_articles/zigbee-alliance-at-ces-2020/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E1 DINは、
付加製造
（AM）を
簡素化

12月10日ドイツ規格協会（DIN）は、事業レベルの付加製造（AM）リスク低減と品質
保証に関する新規格DIN SPEC 17071を策定

 規格概要：
 正式名称：DIN SPEC 17071:2019-12「Additive manufacturing -

Requirements for quality-assured processes at additive 

manufacturing centres」
 事業レベルのAMのリスクの低減と品質保証に関する体制構築を6ヶ
月に短縮することを可能

 当規格策定による影響：
 当規格は、国際標準化機構（ISO）における国際標準化のベースとな
る見込みである一方、ドイツ技術者協会（VDI）など他団体もAMに関
する規格を策定中でありAMの標準化が加速する見込み

Deutsches 

Messe

https //ww

w hannove

rmesse.de/

en/news/ne

ws-

articles/din-

to-simplify-

additive-

manufactur

ing?utm m

edium=fac

ebook&utm

source=dl

vr it

2289

【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（1/20）

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

https://www.hannovermesse.de/en/news/news-articles/din-to-simplify-additive-manufacturing?utm_medium=facebook&utm_source=dlvr.it
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 IEEE RAS 
のロボット
ビジョンの
ための深層
学習に関す
る技術教育
プログラム
（TEP）

12月16日米国電気電子学会（IEEE）Robotics ＆ Automation Society (RAS) 
の技術教育プログラム（TEP）は、チリの研究機関、大学と共同でロボ
ティックスに関するサマースクールを開催

 サマースクール概要：
 ロボティクスやロボットビジョン、深層学習などに関心を持つ大学院生、
研究者、実務者らを対象

 ロボティクスやロボットビジョンをはじめ関連分野の講義やポスター
セッション、コンペ等を実施

IEEE Robotics 

& Automation 

Society (RAS)

https //ww

w ieee-

ras.org/abo

ut-

ras/latest-

news

3-U2 IEEE 

P802.11ax

™は、室内
及び過密な
都市部にお
ける5G利用
の仕様を満
たし、より
良いネット
ワークパ
フォーマン
スを実現

12月19日 IEEE Standards Association (IEEE SA) は、ドラフト中の規格IEEE 

P802.11axが国際電気通信連合（ITU）の定めた室内及び過密な都市部
における5G利用の仕様を満たすと発表

 背景：
 IEEE SAは、遠隔ビデオストリーミングやクラウドアクセス、より接続さ
れたモバイル環境により高まる無線接続への需要に応えるためIEEE 

802.11を発展させる形でIEEE P802.11axの策定に着手
 発表内容：

 ITUは5Gに関する規格MT-2020において通信のパフォーマンス測定
のための基準を提供しており、今回IEEE P802.11axが室内及び過密
な都市部における5Gの高速大容量（eMBB）利用シナリオにおける媒
体アクセス制御・物理レイヤー（MAC/PHY）の仕様を満たしていること
を確認

 （参考）P802.11ax 名称：
 IEEE Draft Standard for Information Technology --

Telecommunications and Information Exchange Between 

Systems Local and Metropolitan Area Networks -- Specific 

Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control 

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 

Enhancements for High Efficiency WLAN

IEEE 

Standards 

Association 

(IEEE SA)

https //stan

dards ieee.

org/news/2

019/5g-

indoor-

hotspot-

and-dense-

urban-

deploymen

ts.html
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（2/20）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

https://www.ieee-ras.org/about-ras/latest-news
https://standards.ieee.org/news/2019/5g-indoor-hotspot-and-dense-urban-deployments.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 ASTMイン
ターナショナ
ルは、第3回
付加製造
ワークショッ
プを開催

12月20日ASTMインターナショナルは、付加製造（AM）の全体プロセス解説を含む
ワークショップを開催予定（2月10日）

 ワークショップ概要：
 日程：2月10日
 会場：Union Complex at the University of Texas at El Paso 

(UTEP)

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-host-

third-

additive-

manufactur

ing-

technologi

es-

workshop

3-U4

再

2019年の
振り返り：
標準化活動

12月30日米国規格協会（ANSI）は、2019年に健康や科学技術分野における
標準化に尽力したことを報告

 保健分野での取り組み：
 保健分野では、目の保護や習慣的な運動、栄養価の高い食事に関す
る規格策定を行った他、ANSIが事務局を務めるISO/TC 215 Health 

Informaticsでの技術レポートやサプリメントに関する報告書を発行
 科学技術分野での取り組み：

 付加製造（AD）規格策定に関するオンライン情報ポータルをリリース
 交通分野での取り組み：

 ドローンに関する規格策定や傘下のUnmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative (UASSC) が報告書を発行

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=0

69d6372-

5c20-459c-

acd3-

eab381ebf

849
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（3/20）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-host-third-additive-manufacturing-technologies-workshop
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=069d6372-5c20-459c-acd3-eab381ebf849
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 全国自動車
標準化技術
委員会車両
小委員会
2019年規格
審査会議及
び表彰会を
北京で開催

12月5日 全国自動車標準化技術委員会車両小委員会2019年規格審査会議及び
表彰会を開催（12月3-4日＠中国 北京）

 協議内容：
 標準化活動の結果に基づいて、優秀な規格策定グループと優れたメ
ンバーを表彰

 「大規模輸送用特殊車両」、「メタノール燃料車両の技術条件」、およ
び「メタノール車両燃料システムの技術条件」の3つの業界規格につ
いて議論し、レビューを完了

 スマートマニュファクチャリングに関連する規格の提案について議論
 参加者：

 車両小委員会のメンバー、関連する国内外のメーカー、試験機関、
および規格策定グループから60人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1656.ht

ml

3-C2 「電子情報
製造におけ
るグリーン
ファクトリー
の評価ガイ
ドライン」の
業界規格が
発行

12月6日 工業情報化部が電子産業におけるグリーンファクトリーに関する中国初
の業界規格「電子情報製造産業におけるグリーンファクトリーの評価の
ためのガイドライン」（SJ / T 11744-2019）を承認

 業界規格概要：
 中国電子技術標準化研究院、北京西渓認証、中国電子品質管理協
会、およびLenovoが共同で起草

 GB / T 36132-2018「グリーンファクトリー評価の一般原則」のグリー
ンファクトリー評価モデルフレームワークに従い、電子産業の特性を
考慮し、電子情報製造業におけるグリーンファクトリー評価の原則、
方法、インデックスシステムと要件、手順を規定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5866 h

tml

2292

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（4/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1656.html
http://www.cesi.cn/201912/5866.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C3 家電及び軽
工業標準技
術産業研究
院が作成し
た2つの
団体規格の
レビューが
完了

12月6日 「スマートソケットおよび類似機能の電気製品のインテリジェント評価の
ための技術仕様」及び「スマートスイッチおよび類似機能の電気製品のイ
ンテリジェント評価のための技術仕様」規格レビュー会議が開催
（12月6日＠中国 北京）

 規格概要：
• スマートソケット、スマートスイッチ、及び類似機能の電化製品のイン
テリジェンスレベルの評価指標と評価ルール、および評価方法を規定
• 規格策定作業において、家電及び軽工業標準技術産業研究院の

Yu Ling、Hu Yaxin、Sun Ruiが国内の開発状況、規格策定の目的
と重要性、作業プロファイル、機能分析、規格フレーム構造の策定、
データ検証等、スマートソケットとスマートスイッチに関する研究を
実施

 レビューチームの構成：
• 家電標準化委員会、国家スマートホームモニタリング・適合性評価・
認証研究所、製品品質検査などの関連部門の専門家

 ドラフト作成チームの構成：
• 家電及び軽工業標準技術産業研究院、Zhongjiayuan（Beijing）

Testing and Certification等
 協議内容：

• レビューグループが、基準の規定を検討し、用語定義、試験手順、
規定の正確性、および説明の準備に関する意見と提案を提供し、
規格内容が合理的であり、記述形式が要件を満たしていることに同意

• ドラフト作成グループが専門家から提供された意見や提案に従って
規格を修正し、中国標準化協会に提出

家電及び軽工
業標準技術
産業研究院
（SAC/TC46）

http //www.

cheari.ac.c

n/index.ph

p/Show/cid

/14/aid/858
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（5/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

http://www.cheari.ac.cn/index.php/Show/cid/14/aid/858
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C4 国家規格
「オーディオ、
ビデオ、
情報技術お
よび通信技
術機器パー
ト1：セキュリ
ティ要件」
会議の開催

12月25日電子製品安全基準ワーキンググループにおいて、国家規格「オーディオ、
ビデオ、情報技術および通信技術機器パート1：セキュリティ要件」の検討
会議を開催（12月17日）

 開催形態：
 中国工業情報化部電子情報局の委託を受け、中国電子技術標準化
研究院（CESI）が開催

 会議内容：
 専門家らは詳細に原案の議論、修正を行い、審査のために提出

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5959 h

tml

3-C5 中国は監視
技術で
存在感

12月27日Financial Timesは、国際電気通信連合（ITU）において中国が監視技術
関連の規格策定に関し、過去3年間で数多くの提案を行っていることを
紹介
 China Telecom、ZTE、Huaweiや監視カメラ大手Hikvision、Dahuaなどが、

2016年以降顔認識や音声認識といった監視技術関連の規格策定に関する20件
の提案を行い、およそ半数が既に承認

 ITUの規格の多くが途上国で適応されるため、米国、英国の関係者らは中国によ
る監視技術の国外輸出を懸念

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/b34d

8ff8-21b4-

11ea-

92da-

f0c92e957

a96
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（6/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5959.html
https://www.ft.com/content/b34d8ff8-21b4-11ea-92da-f0c92e957a96
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C6 中国電子技
術標準化研
究院は、
中国ブロッ
クチェーン
技術・産業
開発フォー
ラムの第4
回ブロック
チェーン
開発会議を
開催

12月27日中国電子技術標準化研究院（CESI）は、中国ブロックチェーン技術・産業
開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発会議を開催（12月26日）

 会議開催概要：
 CESIのZhao Bo院長が、国内外の動向把握や規格策定の加速や積
極的な関与、オープンソースコミュニティの重要性に言及

 中国工業情報化部情報化・ソフトウェアサービス局のDong Dajian副
局長がブロックチェーン技術と産業の発展のための4つの措置を講ず
る必要性に言及
 計画、設計とセキュリティの強化
 技術研究の強化とトップレベルのインフラ構築
 標準化システムの完成とオープンソースコミュニティの構築
 インキュベーションの推進とアプリの実用推進

 北京京东振世信息技术有限公司、众安信息技术服务有限公司、深
圳华大基因科技有限公司は、関連する3団体規格を発表
 「ブロックチェーンロジスティクス追跡サービスアプリケーションガイ
ドライン」

 「ブロックチェーンオブジェクト通信プロトコル」
 「ブロックチェーンによる遺伝データサービスアプリケーションガイ
ドライン」

 その他、参加者はブロックチェーン技術や産業開発について議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5969 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（7/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5969.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C7 中国全国情
報技術標準
化技術委員
会マルチメ
ディア小委
員会の国際
標準化作業
会合、マシ
ンインテリ
ジェンス
指向のデー
タコーディン
グワーキン
ググループ
発足会合が
開催

12月31日中国全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員会及び国際
標準化作業会合が開催（12月30日）

 会議開催概要：
 国家市場監督管理総局（SAMR）標準イノベーション管理局のXu 

Quanping局長は、中米貿易戦争における新しい国際標準化状況を
踏まえ、標準イノベーション管理局が国際標準化活動の調整を行うこ
とや来年の主要な国際標準化活動の方針を発表（以下、Quanping氏
による標準化活動方針要旨）
 国家規格の国際化に備え国家規格の翻訳を行い、「一帯一路」構
想などの国家政策に貢献

 専門家メンバーは積極的に国際標準化活動に参加して提案を提
出する一方、既存の標準化作業プロジェクトにおいて主導権を取
ることを最小限に制限

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5975 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（8/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5975.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C8 中国全国情
報技術標準
化技術委員
会の第4回
委員長会議
が北京で
開催

12月31日中国全国情報技術標準化技術委員会の第4回委員長会議が北京で開催
（12月17日）

 会議における実施事項：
 2019年全国情報技術標準化技術委員会の全国作業報告書のレ
ビュー

 2019年SC / WG作業優先実施報告書と2020年SC / WG作業優先報
告書の確認

 全国情報技術標準化技術委員会第3回委員会の開催
 12件の標準化プロジェクト計画のレビュー
 4件の国家規格の承認
 18件の国家標準化技術文書のレビュー
 最近の作業と国際標準化に関する報告の確認

 会議における合意事項：
 9件の標準化プロジェクト計画

 「情報技術マップデータベースシステムの技術要件」「産業用イン
ターネットプラットフォームマイクロサービスリファレンスフレーム
ワーク」他

 4件の国家規格
 「情報技術指紋を使用した身分証明書の技術要件」「IoT認知シス
テムアクセスの制御パート2：データ管理要件」他

 18件の国家標準化技術文書
 「情報技術システム間の通信と情報交換 LANとMANの固有要件
パート1：LAN規格の概要」他

 3件の国家標準化プロジェクト
 「情報技術学習、教育、訓練初等中等教育におけるける情報化レ
ベル評価モデル」他

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5972 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（9/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5972.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C9 「スマートマ
ニュファク
チャリングシ
ステムソ
リューション
サプライ
ヤーの仕様
条件」に
準拠した
企業リスト
（第2回）を
公表

12月10日 「スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤーの
仕様条件」に準拠した35社の企業リスト（第2回）を公表

 企業リスト（抜粋）：
• 中汽研汽车工业工程（天津）有限公司（国営）：自動車製造
• 北自所（北京）科技发展有限公司（国営）：合成繊維製造
• 北京天拓四方科技有限公司：コンピューター、通信、その他の電子機
器の製造

• 机械工业第九设计研究院有限公司（国営）：自動車・自動車部品製造
• 福建星云电子股份有限公司：バッテリー製造
• 宁夏巨能机器人股份有限公司：自動車部品および付属品の製造
• 南京埃斯顿智能系统工程有限公司：自動車・バッテリー・家電製造
• 北京诚益通科技有限公司：バイオ医薬品製造
• 北京航天智造科技发展有限公司（国営）：一般機器製造
• 重庆机电智能制造有限公司（国営）：一般的な機器製造

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5872 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(7/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（10/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

http://www.cesi.cn/201912/5872.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C10 2019年の産
業技術基本
公共サービ
スプラット
フォームプ
ロジェクト
「IoT標準検
証及びテス
ト公共サー
ビスプラット
フォームの
構築」キック
オフミーティ
ング

12月16日CESIは、IoT標準検証及びテスト公共サービスプラットフォーム構築プロ
ジェクトのキックオフミーティングを開催（12月11日＠北京）

 プロジェクト目的：
 IoT標準検証と標準コンプライアンステストのための公共サービスプ
ラットフォームを構築

 協議内容：
• プロジェクト運営における4要件を明示

• プロジェクトリーダーユニットは、全体的な計画を行い、組織を先導
し、要件を厳密に遵守すること

• IoT業界の新しい道を模索し、プラットフォームの構築を通じて地域
の公共サービス機能を拡大すること

• プロジェクト資金管理をきちんと行い、要件に厳密に従うこと
• 専門家のレビューを実施すること

• プロジェクト評価指標、実装計画、管理メカニズム、資金調達の実装
要件の詳細について協議

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5892 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(8/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（11/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5892.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C11 当研究所と
貴州貴航汽
車零部件股
份有限公司
は、戦略的
協力の年次
要約会議を
開催

12月17日CESIは、貴州貴航汽車零部件股份有限公司との戦略的協力の一環とし
て年次会議を開催（12月14日＠上海）

 背景：
 CESIは貴州貴航汽車零部件股份有限公司と戦略的協力協定を締結
（2017年）

 協議内容：
 2019年の協力内容の振り返り

 製造分野におけるコンポーネント及びインテリジェンスに関する標
準化の促進において協力

 2020年の協力内容・作業の優先順位の確認
 試験及び検査サービスの機能の改善及び国際標準化の促進にお
いて協力予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5920 h

tml

3-C12 中国電子技
術標準化研
究院が
WWFの「グ
リーンファク
トリー建設
および実践
研究レポー
ト」プロモー
ションキャン
ペーンに
参加

12月10日中国電子技術標準化研究院がWWF主催の「グリーンファクトリー建設
および実践調査共有フォーラム」に参加し、研究報告書のプロモーション
を実施

 「グリーンファクトリー建設および実践研究レポート」概要：
• 中国電子技術標準化研究院が編集し、中国のグリーンファクトリーの
政策と標準化状況に基づいて、国内外のさまざまな業界でのグリーン
ファクトリー建設の事例と紹介し、グリーンファクトリー建設における提
案や展望を提示

 フォーラムの目的：
• 国内外の主要企業や関係者が交流し、中国のグリーンファクトリーの
標準や実践を推進

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5854 h

tml

2300

【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(9/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（12/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

http://www.cesi.cn/201912/5920.html
http://www.cesi.cn/201912/5854.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C13 中国電子技
術標準化研
究院が2019
年中国イン
テリジェント
マニュファク
チャリングシ
ステムソ
リューション
会議及び
アライアンス
メンバー
会議を開催

12月13日 2019年中国インテリジェントマニュファクチャリングシステムソリューション
会議及びアライアンスメンバー会議が開催（12月12日＠中国 北京）

 会議テーマ：
• 製造業の質の高い発展を促進するための専門的でハイレベルな
サプライヤーチームの構築

 会議内容：
• 「スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤーの
仕様条件」を満たした11のスマートマニュファクチャリングベンチマーク
企業リスト（第2回）、35のサプライヤーのリスト（第2回）を公表

• 「中国スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤ
ホワイトペーパー」および「インテリジェントマニュファクチャリングシス
テムソリューション自動車業界市場調査レポート」を公表

• インテリジェントマニュファクチャリングシステムソリューションアライア
ンスの自動車産業部門の設立式典を開催

• 家電、医療、自動車、機械および機器の4つの産業ソリューションサブ
フォーラム、および天津地区、航空、織物の分野での3企業のマッチン
グセッションを開催

 参加者：
• 工業情報化部機器産業部門、原材料産業部門、消費財産業部門、
地方および市の工業情報化部門、市場監督部門、テキスタイル業界
団体、自動車業界団体等から約500人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5895 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(10/10)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（13/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

http://www.cesi.cn/201912/5895.html
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

インド
ネシア

3-A1 BSNはKTL
と協力し
標準化と
適合性評価
を推進

12月10日国家標準化庁（BSN）と 韓国産業技術試験院（KTL）が標準化と適合性
評価の分野における協力協定を締結（12月9日＠九老区、韓国）

 協力の対象分野：
 研究、教育、能力開発

 協力協定概要：
 KTLのコミットメントであるIndustry4.0におけるコア技術、試験・認証プ
ラットフォーム構築、および先制活動に対する技術規制への対応に関
する業界及び主要国際標準化支援の一環

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

773/bsn-

kembangk

an-

standardis

asi-dan-

penilaian-

kesesuaian

-bersama-

ktl

3-A2 Industry4.0
における
標準化によ
る競争力の
強化

12月7日 「Industry4.0におけるインドネシア国家規格の役割」をテーマにした全国
機械工学技術セミナー（SNTTM）を開催（12月7日＠インドネシア
南タンゲラン）
 セミナーのスピーカーとして、Bambang Prasetya BSN長官がインドネシアの製
品の競争力を規格によってどのように改善できるかを説明

 セミナー後、Bambang Prasetya BSN長官がパムラン大学のDayat Hidayat学
長と標準化と適合性評価の分野での人材の質の向上、標準化と適合性評価の
分野における国家規格（SNI）の適用と開発、研究結果の研究と普及に関する
覚書（MoU）に署名

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

767/standa

rdisasi-

perkuat-

daya-

saing-

dalam-

revolusi-

industri-4 0
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（14/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10773/bsn-kembangkan-standardisasi-dan-penilaian-kesesuaian-bersama-ktl
https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10767/standardisasi-perkuat-daya-saing-dalam-revolusi-industri-4.0
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 新興技術と
気候変動対
策：オースト
リアで最初
の会議を
開催する
新しいITU
フォーカス
グループ

12月6日 ITUフォーカスグループ"environmental efficiency for AI and other 

emerging technologies"は、初会議を開催予定（12月12日 @ウィーン、
オーストリア）

 フォーカスグループ概要：
 AI、自動化、スマートマニュファクチャリング時代における環境効率に
ついて2年間の協議及び研究を実施、環境効率の観点からITU規格
に反映すべき事項を検討

 ITU-T Study Group 5 Environment and circular economyに研究結
果を報告、標準化作業に反映

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/em

erging-

tech-

climate-

action-itu-

focus-

group-first-

meeting-

austria/

3-O2 Open 

Charge 

Point 

Protocolが
認証可能に

12月19日Open Charge Allianceは、電気自動車用充電規格OCPP 1.6の充電製
品に対する認証プログラムを発足
 OCPP 1.6全体の認証、部分的な認証、セキュリティに関わる認証を用意

 （参考）OCPP 1.6の概要：
 OCPP 1.6は電気自動車用充電ステーションと充電ステーション管理
システム（CSMS）間の通信規格

 OCPP 1.6を使用することで異なる事業者間の通信が可能

Open Charge 

Alliance

https //ww

w opencha

rgealliance

org/news/t

he-open-

charge-

point-

protocol-

can-now-

be-

certified/

3-O3 OCPP 

2.0.1を発行
12月20日Open Charge Allianceは、電気自動車用充電規格OCPP 2.0のメンテ

ナンスアップデート版であるOCPP 2.0.1を発行
 主要更新事項：

 ISO 15118に関連するスマート充電とセキュリティ及びセキュリティ一
般に関する改善

 Device Modelに関する記述の改善

Open Charge 

Alliance

https //ww

w opencha

rgealliance

org/news/

ocpp-201-

available/

2303

【情報収集結果】国際におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（15/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

https://news.itu.int/emerging-tech-climate-action-itu-focus-group-first-meeting-austria/
https://www.openchargealliance.org/news/the-open-charge-point-protocol-can-now-be-certified/
https://www.openchargealliance.org/news/ocpp-201-available/
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O4 IoTは、各領
域において
限られたソ
リューション
のみが生き
残る時代に

12月19日Open Connectivity Foundation（OCF）のJohn Park CEOは、IoTに
関し、各領域において限られたソリューションのみが生き残る時機が到来
すると予想

 OCFのPark CEOによるインタビュー発言要旨：
 IoTの相互運用性やオープンソースの重要性を踏まえ、スマートシティ、
スマートファクトリー、スマートホームの各領域において、限られたソ
リューションのみ生き残る時機が到来すると予想

 OCFは、スマートホーム領域において唯一IoT規格を提供しており、
スマートホーム市場成功の重要な足掛かりになると指摘

 Park CEOは、韓国におけるHyundaiやLHとの協業や中国における
各種フォーラムの開催やインプリメンテーションガイドの発行などの
事例にも言及

Profit from IoT
https //iot.el

ectronicsfo

ru.com/con

tent/the-

whos-

who/iot-

will-reach-

where-

limited-

solutions-

survive-in-

each-

vertical/

3-O5 Silicon 

LabsとZ-

Wave 

Allianceは、
Z-Waveを
半導体とス
タックサプラ
イヤーに
開放するこ
とでスマート
ホームの
エコシステ
ムを拡大

12月24日Silicon LabsとZ-Wave Allianceは、Z-Waveを半導体やソフトウェア
サプライヤーに開放することでスマートホームのエコシステムを拡大する
ことを発表
 The Z-Wave Allianceは、規格策定の組織を拡大するとともに、引き続きハード
ウェア、ソフトウェアを対象にしたZ-Wave認証プログラムを管理

 Z-Waveの公開仕様は、2020年前半に利用可能になる見込み
 Z-Waveの概要：

 1億以上の相互接続可能な機器、3,200以上の認証製品、700以上
のメンバー企業を保有する無線通信プロトコル
 相互運用性の高さ、バージョンをさかのぼっての互換性、セキュリ
ティ、容易な実装、低消費電力、広範な使用範囲が特徴

Electronics 

Maker

https //elect

ronicsmake

r com/silico

n-labs-and-

z-wave-

alliance-

expand-

smart-

home-

ecosystem-

by-

opening-z-

wave-to-

silicon-

and-stack-

suppliers
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【情報収集結果】国際におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細（16/16）

テーマ別情報詳細 スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

https://iot.electronicsforu.com/content/the-whos-who/iot-will-reach-where-limited-solutions-survive-in-each-vertical/
https://electronicsmaker.com/silicon-labs-and-z-wave-alliance-expand-smart-home-ecosystem-by-opening-z-wave-to-silicon-and-stack-suppliers
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

スウェ
ーデン

4-E1 走行中充電
システムの
開発が加速

12月10日スウェーデン標準化機関SISは、気候変動対策と輸送ニーズの両立を
図るため走行中充電システム（Electric Road System: ERS）の開発が
加速化、標準化のニーズも上昇していることに言及
 気候変動対策と輸送ニーズの両立を図るため各国でERSの開発が加速化してお
り、スウェーデンは研究開発をけん引

 スウェーデン規格協会（SIS）は、ERSの開発、規格策定に関与しており、現時点
で4領域における標準化の必要性を特定

1. 車両
2. インフラ
3. インテリジェント交通システム
4. 電気伝送
 参考：国内における政策・標準化の方向性

 開発の加速化、国際標準化のニーズの高まりを受け、スウェーデン政
府はSwedish Elstandard Association (SEK) に対し、欧州電気標準
化委員会（CENELEC）において行われている国際標準化活動に参
加するよう依頼

Swedish 

Standards 

Institute (SIS)

https //ww

w sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/utveckli

ngen-av-

elvagar-

lagger-i-

hogre-

vaxel/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/6)

モビリティ分野関連記事詳細（1/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/utvecklingen-av-elvagar-lagger-i-hogre-vaxel/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

ドイツ 4-E2 VDA会長：
自動車業界
はパリ協定
にコミットす
るが、企業
は更なる規
制に注意を
払う必要あ
り。代替燃
料に関する
計画は、
正しい
方向性へ

12月11日ドイツ自動車工業会（VDA）会長は、「欧州グリーンディール」に支持を
表明する一方、企業に対し更に厳しいCO2排出規制に備えるよう警告
 VDA会長は、欧州委員会が発表した「欧州グリーンディール」に支持を表明する
一方、より一層厳しいCO2排出規制に備えるよう警告

 加えて、VDA会長は関連インフラをヨーロッパ全体に拡大し、水素や電子燃料な
どの代替燃料を促進する計画に支持を表明

German 

Association of 

the 

Automotive 

Industry (VDA)

https //ww

w.vda.de/d

e/presse/Pr

essemeldu

ngen/2019

1211-

mattes-

european-

green-

deal-darf-

nicht-zum-

hebel-fuer-

noch-

schaerfere-

co2-ziele-

2030-

werden.ht

ml
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(2/6)

モビリティ分野関連記事詳細（2/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/20191211-mattes-european-green-deal-darf-nicht-zum-hebel-fuer-noch-schaerfere-co2-ziele-2030-werden.html
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国
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E3 初のETSI 

C-V2Xの相
互運用性試
験イベントで、
95%の成功
率を達成

12月11日欧州電気通信標準化機構（ETSI）がインテリジェント交通システムC-V2X
の初めての相互運用性試験イベントETSI C-V2X Plugtestsを開催し、
テストシナリオにおいて95%の成功率を達成
 C-V2X発の相互運用性試験イベントETSI C-V2X Plugtestsにて、320のテストシ
ナリオを実行し、95%の成功率を達成

 テストと並行し、C-V2Xに関するワークショップも開催され欧州委員会や蘭インフ
ラ省、Global Certification Forumが、最新のITSの導入、認証の状況を発表

 C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）の概要：
 携帯通信技術を活用した車両、歩行者、インフラ間の通信を可能とす
るインテリジェント交通システム（ITS）

 ETSI C-V2X Plugtestsの概要：
 C-V2Xに接続される機器の相互運用性と関連するETSI TC ITS と

Third Generation Partnership Project (3GPP) の規格の理解を検証
するために実施

 C-V2Xのベンダーらが参加し、道路の危険性通知や道路工事の情報、
事故の危険性の告知などを含む現場での相互運用性を確認

 参加団体：
 参加企業：Bosch、Commsignia、Ficosa、Huawei、LGE、Neusoft、

Qualcomm、Savari

 公開鍵（PKI）ベンダー：Crypta Labs、Gemalto (Thales)、Microsec、
Penta Security

 テスト機器ベンダー：Anritsu、Keysight、Rhode & Schwarz、Spirent、
Software Radio Systems

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https //ww

w etsi.org/n

ewsroom/n

ews/1686-

2019-12-

first-etsi-c-

v2x-

interoperab

ility-event-

success-

rate-of-95-

achieved
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(3/6)

モビリティ分野関連記事詳細（3/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.etsi.org/newsroom/news/1686-2019-12-first-etsi-c-v2x-interoperability-event-success-rate-of-95-achieved
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モビリ
ティ

英国 4-E4 排ガスのモ
ニタリング：
定期モニタ
リングのた
めの技術と
基準

12月18日英国環境庁は、定期的な排気ガスの測定に関する技術と基準のインデッ
クスを公表
 英国環境庁は、これまでは医学測定に関するガイダンスM2の一部であった定期
的な排気ガスの測定の技術と基準に関するインデックスを作成

 測定対象の物質ごとに関連する技術や基準を列挙

UK 

Environment 

Agency

https //ww

w gov.uk/g

overnment/

publication

s/monitorin

g-stack-

emissions-

techniques

-and-

standards-

for-

periodic-

monitoring

欧州 4-E5 我々は、環
境技術にお
ける世界の
リーダーで
あるべき

12月18日 欧州自動車部品工業会（CLEPA）の事務局長は、先端技術の活用や
環境課題への対応を通じて競争力の維持と持続可能な製造業界実現に
注力する意向を表明
 CLEPAの事務局長Sigrid De Vriesは、コネクテッドカーや自動運転といった技術
の活用や環境問題への対応を通じて、欧州の自動車業界が競争力を維持し、持
続可能な製造業界実現に注力する意向を表明

 当戦略の実行にあたっては、国連欧州経済委員会（UNECE）などの関係機関や
標準化団体との連携が重要であることに言及

EN 24
*1 https //ww

w en24.ne

ws/2019/12

/we-have-

to-be-

world-

leaders-in-

environme

ntal-

technology.

html
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(4/6)

モビリティ分野関連記事詳細（4/68）

モビリティテーマ別情報詳細

*1 注：1月10日取得時点での内容について記載

https://www.gov.uk/government/publications/monitoring-stack-emissions-techniques-and-standards-for-periodic-monitoring
https://www.en24.news/2019/12/we-have-to-be-world-leaders-in-environmental-technology.html
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

ドイツ 4-E6 電気自動車
にとって一
歩前進：
VDEとDKE
は新たな
規格で充電
を透明に

12月18日ドイツ電気技術者協会（VDE）、ドイツ電気技術委員会（DKE）は、法令に
準拠した電気自動車の充電規格VDE-AR-E 2418-3-100を策定
 VDE、DKEは、充電量の確認の透明性を高めるため、計量に関する法令に準拠
した電気自動車の充電規格VDE-AR-E 2418-3-100を策定

 本規格は、計量に関する法令に準拠した世界初の規格

Verband der 

Elektrotechnik, 

Elektronik und 

Informationste

chnik e.V. 

(VDE)

https //ww

w.vde.com/

de/presse/

pressemitt

eilungen/v

de-dke-

neue-

anwendun

gsregel

4-E7 VDA会長は、
車両の速度
制限に関す
る議論を受
け、スマート
交通管理シ
ステムの方
が意義があ
るとの見解
を表明

12月27日ドイツ自動車工業会（VDA）会長は、安全や気候変動対策のための速度
制限は有効ではないとの見解を表明

 VDA会長見解の要旨：
 安全対策には、天候や道路環境に対応したスマート交通管理システ
ムの方が意義があるとの立場を表明

 気候変動対策には、電気自動車のための充電インフラ整備などを優
先課題とすべきと認識

German 

Association of 

the 

Automotive 

Industry (VDA)

https //ww

w.vda.de/d

e/presse/Pr

essemeldu

ngen/2712

2019-

intelligente

-

verkehrsleit

systeme-

sind-

sinnvoller-

als-eine-

erneute-

symboldeb

atte-ueber-

starres-

tempolimit.

html
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(5/6)

モビリティ分野関連記事詳細（5/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/vde-dke-neue-anwendungsregel
https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/27122019-intelligente-verkehrsleitsysteme-sind-sinnvoller-als-eine-erneute-symboldebatte-ueber-starres-tempolimit.html
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E8 欧州グリー
ンディール
は、市場経
済と投資に
着目すべき

12月30日ドイツ自動車工業会（VDA）会長は、会見において、欧州委員会に対して
欧州グリーンディールを投資とイノベーションのためのプログラムとする
よう要求

 VDA会長見解の要旨：
 VDAは2050年までに欧州の交通分野におけるカーボンニュートラル
目標にコミットしているが、その達成にはより厳格な規制ではなく市場
原理と技術革新を活用することが必須

 VDAは、2030年までのCO2排出制限を強化することに批判的
 電気自動車の充電設備など新たな動力による車両のためのインフラ
整備に投資を推進することが必要

 交通分野においてCO2排出権取引を導入することを提案
 鉄道への移行や国境炭素税などの案に関しては、慎重にインパクト
評価を実施することが重要

German 

Association of 

the 

Automotive 

Industry (VDA)

https //ww

w.vda.de/d

e/presse/Pr

essemeldu

ngen/3012

2019-

green-

deal-muss-

auf-

marktwirtsc

haft-und-

investitione

n-

setzen.html
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(6/6)

モビリティ分野関連記事詳細（6/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/30122019-green-deal-muss-auf-marktwirtschaft-und-investitionen-setzen.html
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モビリ
ティ

米国 4-U1 Coalition 

for Future 

Mobilityは、
自動運転に
関する議会
の行動を
要求

12月3日 Coalition for Future Mobilityは、米国議会に自動運転車の安全な
試験と活用に関する法令整備を要求
 高齢者や障がい者、環境問題、自動車業界などの各種団体により構成される

Coalition for Future Mobilityは、安全や環境などの利点を挙げ、自動運転車の
安全な試験と活用推進のため連邦レベルでの法令整備を要求

 Coalition for Future Mobility要求要旨（自動運転の利点）：
 交通事故の低減
 障がい者など運転ができない人々の移動への選択肢の提供
 不要なアイドリング減少による温室効果ガスの削減
 渋滞の減少
 イノベーションの活性化

Business Wire
https //ww

w business

wire com/n

ews/home/

201912030

05720/en/

Coalition-

Future-

Mobility-

Urges-

Congressio

nal-Action-

Autonomou

s
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/14)

モビリティ分野関連記事詳細（7/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.businesswire.com/news/home/20191203005720/en/Coalition-Future-Mobility-Urges-Congressional-Action-Autonomous
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U2 IoTアップ
デート：FCC
は自動車の
安全と免許
不要の利用
に関する
新たな電波
割当計画を
提案

12月4日 米国連邦通信委員会（FCC）は、C-V2Xの活用に関する論点を含む5.9 

GHの電波帯に関する規則制定案告示（NPRR）案について投票を予定
（12月12日予定）

 目的：
 C-V2Xを利用したコネクテッドカーやIoTなど新技術の発展に対応し

5.9 GHzの電波帯の活用を進めるため、同電波帯に関する規則制定
案告示（NPRR）案における論点を確認

 投票における主な論点：
 下層の45 MHzの電波帯をWi-Fiルーターやコネクテッドデバイスなど
免許不要の利用に割当

 20 MHzの電波帯をコネクテッドカー用のC-V2X利用に割当
 残りの10 MHzの電波帯を狭域通信（DSRC）向けに保持するか、C-

V2Xに割当

COVINGTON 

& BURLING 

LLP

https //ww

w insidetec

hmedia.co

m/2019/12/

04/iot-

update-fcc-

proposes-

new-

spectrum-

plan-for-

vehicle-

safety-and-

unlicensed

-uses/

4-U3 SAE 

Internation

alは、電気
自動車の充
電ステー
ションとネッ
トワークの
セキュリティ
強化のため
業界の専門
家を招集

12月5日 SAEは、電気自動車の充電システムのセキュリティ強化のため、業界
主導型の基礎研究を発足させる計画を発表
 SAEは、ISO 15118、CHAdeMO 2.0 protocols等の関連規格のより安全な実装
を主導するため、電気自動車の充電システムのセキュリティ強化のための業界主
導型基礎研究を発足する計画を発表

 計画の概要：
 より高度な充電能力とセキュリティ、プライバシーを確保する、電気自
動車と充電ステーション・ネットワーク間の双方向型認証手法の策定
を予定
 業界や関連するエコシステムのステークホルダーと共同で、世界
共通の電気自動車充電業界用公開鍵インフラ（PKI）を作成、推進

 SAEは、中立の立場で研究をリードする意向

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https //ww

w sae.org/

news/press

-

room/2019/

12/sae-

internation

al-brings-

together-

industry-

experts-to-

strengthen-

ev-

charging-

station-

and-

network-

security
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/14)

モビリティ分野関連記事詳細（8/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.insidetechmedia.com/2019/12/04/iot-update-fcc-proposes-new-spectrum-plan-for-vehicle-safety-and-unlicensed-uses/
https://www.sae.org/news/press-room/2019/12/sae-international-brings-together-industry-experts-to-strengthen-ev-charging-station-and-network-security
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モビリ
ティ

米国 4-U4 ドローン
規制戦争：
米国と欧州
が対峙

12月9日 米国連邦航空局（FAA）と欧州航空安全局（EASA）は、独自の規格策定
や規制制定を企図し、ドローン規制における主導権争いを激化

 米国におけるドローン関連ルール動向：
 米国運輸省（DOT）は、9月にドローンの識別に関する規則制定案告
示（NPRR）の公表を12月に延期することを発表

 DOTは、ドローンの識別に関する規則の草案を持つ一方、ASTMイン
ターナショナルにも協力を要請

 ASTMインターナショナルは、11月に無人航空機交通管理の関係者
で構成されるGlobal UTM Association (GUTMA) とドローン識別を
含む協力のための覚書を締結

 欧州におけるドローン関連ルール動向：
 ドローンに関する規制枠組案Opinion on U-Space (European for 

UTM) を12月に発表予定であったが、2020年2月に延期

Forbes
https //ww

w.forbes.co

m/sites/and

rewcharlto

n5/2019/12

/09/drone-

regulation-

warsus-

and-eu-

face-

off/#56feb6

ba3412
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/14)

モビリティ分野関連記事詳細（9/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.forbes.com/sites/andrewcharlton5/2019/12/09/drone-regulation-warsus-and-eu-face-off/#56feb6ba3412
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モビリ
ティ

米国 4-U5 業界と公共
セクターの
リーダーは、
共同でモ
ビィティー
データ収集
コンソーシア
ムを発足

12月10日業界及び公共セクターのリーダーは、共同でモビィティデータ収集コンソー
シアムを発足

 コンソーシアムの概要：
 カーシェアリングなどの新しいモビリティサービスから収集した情報を
安全、公正で住みやすい街づくり推進に活用するベストプラクティス策
定のため、産学官のステークホルダーを招集

 現時点での参加団体：
 公共団体

 City of Bellevue、City of Tallahassee、Denver Regional 

Council of Governments、Miami-Dade County

 民間企業
 Bird、Lyft、Populus、Spin、StreetLight Data, Inc.、Tumult Labs、

Uber

 学術団体
 IMaTS at McGill University、North American Bikeshare 

Association、TSRC at UC-Berkeley

 今後の予定：
 The Transportation Research Boardの年次総会でフィードバック
セッションを開催し、ステークホルダーがモビリティデータの活用とプラ
イバシーの両立について議論予定
（2020年1月12日～16日＠ワシントンDC）

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https //ww

w sae.org/

news/press

-

room/2019/

12/industry

-and-

public-

sector-

leaders-

partner-to-

launch-the-

mobility-

data-

collaborativ

e
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/14)

モビリティ分野関連記事詳細（10/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/press-room/2019/12/industry-and-public-sector-leaders-partner-to-launch-the-mobility-data-collaborative
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モビリ
ティ

米国 4-U6 リモートIDに
よるドローン
追跡規格が、
ASTMイン
ターナショナ
ルにより
公表予定

12月11日ASTM Internationalは、リモートIDによるドローン追跡のための規格を
近く発表予定
 ASTM International 下のUnmanned Aircraft Systems (UAS) Committee 

(F38) は、プライバシーを守りながらドローンの特定を可能にする規格を近く発表
予定

 規格の概要：
 新規格はドローンのIDや位置、速度、方向を発信、UASサービスプロ
バイダー（USS）に無線インターネット通信で送信する方法を提示

 一般のスマートフォンでも情報を確認可能

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/major-

%E2%80%

9Cremote-

id%E2%80

%9D-

drone-

tracking-

standard-

be-

published-

astm-

internation

al

4-U7 リマインド：
米国運輸省
（DOT）の情
報提供依頼
に対する
連携した
ANSI回答
への貢献を

12月12日ANSIは、米国運輸省（DOT）による非従来型の新興交通技術（NETT）に
関する情報提供依頼（RFI）発出に対する回答準備に向け協力を要請

 背景：
 DOTは4月にNETT協議会を設立し、新興交通技術の活用を促進・阻
害する可能性のある許認可や規制について検討

 RFI発出概要：
 DOTは、NETTに関連するプロジェクトや問題点、論点に関するRFIを
発出

 ANSIは下記関連質問・論点に対し回答予定の他、関係機関に協力を
呼びかけ
 質問5：DOTが協力すべき機関
 質問6b：NETTの安全に関する許認可レジーム
 質問10：NETTに関するイノベーションの促進と安全確保に関する
規格

 RFIへの回答締切期日：
 ANSIへの協力期限：12月20日
 独自でのDOTへの回答期限：1月10日

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=7

9f3a6f0-

314e-

4d4e-

9db1-

4f699a76c

9f9
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/14)

モビリティ分野関連記事詳細（11/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.astm.org/newsroom/major-%E2%80%9Cremote-id%E2%80%9D-drone-tracking-standard-be-published-astm-international
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=79f3a6f0-314e-4d4e-9db1-4f699a76c9f9
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モビリ
ティ

米国 4-U8 Automated 

Vehicle 

Safety 

Consortium
は、コンソー
シアムの国
際的な知見
を拡大する
フォルクス
ワーゲング
ループの
参画を歓迎

12月12日Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC) は、米国のフォルク
スワーゲングループが新たに参画することを発表
 フォルクスワーゲングループは、AVSCへの参画を通じて自動運転に関する規格
やベストプラクティスの策定に貢献

 フォルクスワーゲングループは、欧州と北米における自動運転試験と妥当性検証
により深く関与する意向を表明

 7月には、米国の自動運転のスタートアップArgo AIに26億ドルを投資
し、自社子会社Autonomous Intelligent Driving (AID) GmbHをArgo 

AIの欧州本社化
 （参考）AVSCの概要:

 OEMや技術関連機関により構成
 SAE Level 4～5の自動運転技術の安全に関するベストプラクティス
を共同で策定することを目指す

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https //ww

w sae.org/

news/press

-

room/2019/

12/automat

ed-vehicle-

safety-

consortium

-welcomes-

the-

volkswage

n-group-

as-its-

newest-

member-

expanding-

its-

internation

al-

expertise
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(6/14)

モビリティ分野関連記事詳細（12/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.sae.org/news/press-room/2019/12/automated-vehicle-safety-consortium-welcomes-the-volkswagen-group-as-its-newest-member-expanding-its-international-expertise
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モビリ
ティ

米国 4-U9 ドローン能
力の標準化
を通じて
拡大

12月17日米国国家規格協会（ANSI）主導のUnmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative (UASSC) は、ドローンに関する標準化
を更に推進

 背景：
 Eコマースなどの商用利用や消火・救助活動など無人航空機システム
（UAS）の活用拡大を背景に、 UASに関する用語や実務、手順などの
標準化の需要が拡大

 UASSC活動概要：
 産業界や政府、他の標準化機関の参加を得ながら民生、商業、公共
安全目的のドローン市場拡大を支援

 UASSC自体は規格策定を行わないものの、他機関の標準化動向を
確認し標準化が必要な領域の特定や他機関への規格策定の勧告を
実施

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=d

1677f02-

f1ad-4915-

9a45-

c3cb4c603

00a
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/14)

モビリティ分野関連記事詳細（13/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=d1677f02-f1ad-4915-9a45-c3cb4c60300a
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モビリ
ティ

米国 4-U10 IEEE 

P802.11ax

™は、室内
及び過密な
都市部にお
ける5G利用
の仕様を満
たし、より
良いネット
ワークパ
フォーマン
スを実現

12月19日 IEEE Standards Association (IEEE SA) は、ドラフト中の規格IEEE 

P802.11axが国際電気通信連合（ITU）の定めた室内及び過密な都市部
における5G利用の仕様を満たすと発表

 背景：
 IEEE SAは、遠隔ビデオストリーミングやクラウドアクセス、より接続さ
れたモバイル環境により高まる無線接続への需要に応えるためIEEE 

802.11を発展させる形でIEEE P802.11axの策定に着手
 発表内容：

 ITUは5Gに関する規格MT-2020において通信のパフォーマンス測定
のための基準を提供しており、今回IEEE P802.11axが室内及び過密
な都市部における5Gの高速大容量（eMBB）利用シナリオにおける媒
体アクセス制御・物理レイヤー（MAC/PHY）の仕様を満たしていること
を確認

 （参考）P802.11ax 名称：
 IEEE Draft Standard for Information Technology --

Telecommunications and Information Exchange Between 

Systems Local and Metropolitan Area Networks -- Specific 

Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control 

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 

Enhancements for High Efficiency WLAN

IEEE 

Standards 

Association 

(IEEE SA)

https //stan

dards ieee.

org/news/2

019/5g-

indoor-

hotspot-

and-dense-

urban-

deploymen

ts.html
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/14)

モビリティ分野関連記事詳細（14/68）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://standards.ieee.org/news/2019/5g-indoor-hotspot-and-dense-urban-deployments.html
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モビリ
ティ

米国 4-U11 IEEEは、安
全な自動運
転車両の
意思決定に
関する正式
なモデルを
定義予定

12月20日米国電気電子学会（IEEE）は、安全な自動運転車両の意思決定に関する
規格の策定提案を承認
 自動運転技術の急速な発展を背景に、IEEEは安全な自動運転車両の意思決定
に関する規格IEEE P2846の策定提案を承認

 IEEE P2846（A Formal Model for Safety Considerations in Automated 

Vehicle Decision Making）の概要：
 Intelの上級プリンシパルエンジニアJack Weast氏がワークショップを
リードし、同社のResponsibility-Sensitive Safety (RSS) Framework
が規格策定の出発点となる予定

 ルールに基づく自動運転車の意思決定のための数学モデルを策定
予定
 AI活用によるブラックボックス化を避けるため、モデルは数学的な
検証可能で、特定の技術に依存せず誰もが利用可能かつ各地元
政府がカスタマイズすることが可能となる予定

 規格との適合性を検証するための試験方法とツールも併せて策定
予定

Green Car 

Congress

https //ww

w greencar

congress.c

om/2019/1

2/2019122

0-ieee html
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(9/14)

モビリティ分野関連記事詳細（15/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://www.greencarcongress.com/2019/12/20191220-ieee.html
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モビリ
ティ

米国 4-U12 Transportat

ion and 

Climate 

Initiativeは、
キャップ＆
インベストメ
ントに関す
るMoU草案
を発表し、
パブリックコ
メントを要求

12月23日米国の東部12州からなるTransportation and Climate Initiative (TCI) 
は、CO2排出の多い燃料のキャップ＆インベストメントプログラムに関す
るMoU草案を発表し、パブリックコメントを要求
 プログラムの詳細は未合意のため、パブリックコメントを踏まえて最終的なMoUを
締結予定

 プログラムの概要：
 全ての交通用のガソリン及びディーゼル燃料が対象
 CO2の排出量に相当する利用枠の割り当てと取引、取引による収入
を用いた投資を実施

 TCIの概要：
 交通部門からのCO2排出を削減するために設立（2012年）
 コロンビア特別区を含む米国東部の12州より構成

The National 

Law Review

https //ww

w natlawre

view com/a

rticle/trans

portation-

and-

climate-

initiative-

issues-

draft-cap-

and-

investment

-mou-

seeks

4-U13 2019年の
振り返り：
標準化活動

12月30日米国規格協会（ANSI）は、2019年に健康や科学技術分野における標準
化に尽力したことを報告

 保健分野での取り組み：
 保健分野では、目の保護や習慣的な運動、栄養価の高い食事に関す
る規格策定を行った他、ANSIが事務局を務めるISO/TC 215 Health 

Informaticsでの技術レポートやサプリメントに関する報告書を発行
 科学技術分野での取り組み：

 付加製造（AD）規格策定に関するオンライン情報ポータルをリリース
 交通分野での取り組み：

 ドローンに関する規格策定や傘下のUnmanned Aircraft Systems 

Standardization Collaborative (UASSC) が報告書を発行

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=0

69d6372-

5c20-459c-

acd3-

eab381ebf

849
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(10/14)

モビリティ分野関連記事詳細（16/68）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.natlawreview.com/article/transportation-and-climate-initiative-issues-draft-cap-and-investment-mou-seeks
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=069d6372-5c20-459c-acd3-eab381ebf849
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モビリ
ティ

米国 4-U14 FAAは、提
案されたド
ローンのリ
モートIDに
関する規則
を発表

12月30日米国連邦航空局（FAA）は、ドローンのリモートIDに関する規則制定案の
告示（NPRM）を発表し、12月30日から60日間意見を公募

 発表された規制概要：
 0.55ポンド以上のドローンを対象に、リモートIDと位置情報を地上の
第三者や他の空域使用者に発信することを要求

 飛行範囲などに応じて、3種類の規制を用意
1. Standard” Remote ID

 特定の周波数を使用しFAAのモニタリングサービスに直接情報
を発信

2. Limited” Remote ID

 インターネットを使用しFAAのモニタリングサービスに情報を発
信

 操作者から400フィート以内の飛行に限定
3. FRIA

 FAA-Recognized Identification Area (FRIA) での操作者の視
界内の飛行に限り、規制を免除

 施行後3年以内に全てのドローンが規制に従う必要有

Thompson 

Cobourn LLC

https //ww

w thompso

ncoburn.co

m/insights/

publication

s/item/201

9-12-

30/faa-

announces

-remote-

identificatio

n-

proposed-

rule-for-

drones
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モビリティ分野関連記事詳細（17/68）

モビリティテーマ別情報詳細

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(11/14)

https://www.thompsoncoburn.com/insights/publications/item/2019-12-30/faa-announces-remote-identification-proposed-rule-for-drones
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モビリ
ティ

米国 4-U15 一連の自動
運転車の
安全規格が
2020年に
到来

12月30日米国電気電子学会（IEEE）は、自動運転車の安全に関する規格策定を
推進する他、他団体の関連規格などとの連携も強化
 IEEEは、自動運転車両のブラックボックス化の回避、相互運用性の向上を目的
に規格を策定中
（以下、関連イニシアティブ・技術委員会抜粋）

 Special Technical Community：
 IEEE Digital Reality Initiativeの下に設立され、12月6日に初回総会
を開催

 自動運転車やロボットなどAIシステムの信頼性、安全性、セキュリティ、
時間決定論などの課題を統合的に議論

 IEEE P2846ワーキンググループ：
 SAEレベル3-5相当の自動運転車を対象に、ルールに基づく自動運
転車の意思決定のための数学モデル及び試験方法とツールに関する
規格を策定中

 初回会議を2020年1月30-31日に開催予定
 IEEE Vehicular Technology SocietyとIEEE Computer Societyが担
当

 IEEE P2851ワーキンググループ：
 “Exchange/Interoperability Format for Safety Analysis and Safety 

Verification of IP, SoC and Mixed Signal ICs"を策定中
 知的財産やシステム・オン・チップ（SOC）、Mixed-signal ICの安全性
分析を対象にし、分析結果をシステムインテグレーターと共有するた
めのデータフォーマットを定義

 IEEE Computer Society/Design Automation (C/DA)が担当

EET Asia
https //ww

w eetasia.c

om/news/a

rticle/AV-

Safety-

Standards-

Set-to-

Arrive-in-

2020
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U15 一連の自動
運転車の
安全規格が
2020年に
到来
（前頁続き）

12月30日米国電気電子学会（IEEE）は、自動運転車の安全に関する規格策定を
推進する他、他団体の関連規格などとの連携も強化（前頁続き）

 IEEE P1228ワーキンググループ：
 自動車のソフトウェアのライフサイクルを通じて、自動運転車ソフトウェ
アの開発、調達、保守、廃棄に関する規定を策定中

 IEEE Computer Society内のSoftware & Systems Engineering 

Standards Committeeが担当
 ULやISO、SAE International、業界団体なども自動運転に関する規格などを既
に策定又は策定中であり、IEEEは、関連規格との作業重複や標準化ギャップを
特定、調整する目的で、ワーキンググループIndustry Connection Activityを発足、
今後確認・調整を予定

 UL：
 自動運転に関する安全規格UL 4600を策定中

 技術的な使用を規定するのではなく設計者が安全性のケースを作
成するのをサポート

 IEEE P2864を補完する位置づけ
 ISO：

 自動車の意図された安全機能に関する規格 ISO/PAS 21448 

(SOTIF) を策定
 Safety First for Automated Driving (SaFAD)：

 Aptiv、Audi、Baidu、BMW、Continental、Daimler、FCA US LLC、
HERE、Infineon、Intel、Volkswagenが主導

 安全な自動運転車の製造、試験運用方法に関するホワイトペーパー
を発行

 Automated Vehicle Safety Consortium：
 SAE International及びFord、General Motors (GM)、Toyota、Uber
などにより発足

 SAEレベル4～5の自動運転システムの公道における運用前、運用中
の安全指針を策定中

EET Asia
https //ww

w eetasia.c

om/news/a

rticle/AV-

Safety-

Standards-

Set-to-

Arrive-in-

2020
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モビリ
ティ

米国 4-U16 E2Eの
MaaS時代
を育成する：
コネクテッド、
自動運転交
通のための
規格

12月2日 IEEEは、自動運転に関する規格についてのワークショップを開催
（12月2～3日＠ドイツ ミュンヘン）
 IEEEは、自動運転車のデータの管理やガバナンスが重要になる中、データ志向
型のエンジニアリングや運用と規格に関するワークショップを開催

 ワークショップのテーマ
 モビリティエコシステムにおけるデータの相互運用性の実現
 AIによる自動運転を含む先進運転支援システム（ADAS）
 AIによる自動運転の安全性の試験と妥当性検証法

IEEE 

Standards 

Association 

(IEEE SA)

https //stan

dards ieee.

org/events/

e2e-

maas/index

html

4-U17 ラトガーズ
大学での
ASME最新
のEfxイベン
トは、ドロー
ンに着目

12月13日ASMEは、米国ラトガーズ大学において、ドローンに着目したイベントを
開催
 ASMEが開催したラトガーズ大学におけるイベントでは、空中・水中ドローンの技
術や標準化動向などを説明

 その他学生によるドローンに関するコンペも開催

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https //ww

w asme.or

g/topics-

resources/

society-

news/asme

-

news/latest

-efx-event-

at-rutgers-

university-

focuses-

on-uavs

2325

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/14)

モビリティ分野関連記事詳細（20/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://standards.ieee.org/events/e2e-maas/index.html
https://www.asme.org/topics-resources/society-news/asme-news/latest-efx-event-at-rutgers-university-focuses-on-uavs


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C1 リーク文書
によると、中
国のハイテ
ク企業は
国連の顔認
識規格を
策定中

12月2日 漏洩文書に基づくFinancial Timesの記事が、中国の大手技術メーカ－
が顔認識とビデオ監視に関するITU規格を提案していることを報告

 Financial Timesの報告概要：
 中国の通信機器メーカーZTE、防犯カメラメーカーDahua 

Technology、国営通信会社China Telecom等がITU（国際電気通信
連合）で顔認識、ビデオ監視、都市および車両監視に関する国際規格
を提案

 中国政府が「一帯一路」政策の下でインフラと監視技術を供給するこ
とに合意しているアフリカ、中東、アジアの発展途上国により頻繁に政
策が採用される傾向

South China 

Morning Post

https //ww

w scmp co

m/tech/poli

cy/article/3

040164/chi

nese-tech-

companies

-are-

shaping-

un-facial-

recognition

-standards

4-C2 インテリジェ
ント車両規
格と規制に
関する国際
調整専門家
グループの
第3回会議
を天津で
開催

12月2日 インテリジェント車両規格と規制に関する国際調整専門家グループの
第3回会議を開催（11月28日＠中国 天津）

 協議内容：
 事務局がWP.29（自動車基準調和世界フォーラム）やISO / TC22道
路車両技術委員会等現在の国際基準と規制の進捗状況を紹介

 事務局が専門家の登録、責任、国際および国内の規格の調整、専門
家の要件及び管理システムの側面から専門家グループ活動の改善
策について提案し、参加者が議論

 議長：
 中国自動車工業公司Sun Hang標準研究所第5室長

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1653.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C3 ISO / TC22 

/ SC37 / 

WG3充電
式エネル
ギー貯蔵装
置に関する
ワーキング
グループ会
議がドイツ
のベルリン
で開催

12月2日 ISO / TC22 / SC37 / WG3充電式エネルギー貯蔵装置に関するワーキ
ンググループ会議が開催（11月25-27日＠ドイツ ベルリン）

 協議内容：
 ISO 6469-1 AMDについて、ワーキンググループドラフト（WD）フレー
ムワーク、熱バッテリー暴走のトリガーメソッド、熱拡散ハザード分析、
リスク評価について議論

 3つのパワーバッテリーの熱暴走のトリガー方式の提案（「外部加熱」、
「自己トリガー」及び「針トリガー」方式）については、「外部加熱」トリ
ガー方式はテストスキームとしてワーキンググループ（WD）ドラフトに
取り込まれることになり、その他2つの方式については内容を補足・改
善予定

 ISO/PAS 16898（Electrically propelled road vehicles —

Dimensions and designation of secondary lithium-ion cells）の改
訂提案と計画が紹介

 参加者：
 カナダ、日本、ドイツ、韓国、スウェーデンの代表30人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1652.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C4 2019年第2
回スマートコ
ネクテッド車
両コネクテッ
ド機能およ
び適用規格
ワーキング
グループの
研究プロ
ジェクトキッ
クオフミー
ティングが
天津で開催

12月2日 自動車標準委員会のインテリジェントコネクテッド車両小委員会
（SAC / TC114 / SC34）が2019年第2回スマートコネクテッド車両コネク
テッド機能及び適用規格ワーキンググループの研究プロジェクトキック
オフミーティングを開催（11月27日＠中国 天津）

 「インテリジェントコネクテッド車両とモバイル端末の情報相互作用機能の
標準化に関する研究」プロジェクトミーティング概要：
 プロジェクトの範囲、プロジェクトの研究方法、プロジェクトの研究成果
の形式について議論

 研究報告書の方向性と内容が明確化され、これに基づいて、チームメ
ンバーが作業計画とタイムスケジュールを議論

 参加者は、本プロジェクトは主に車載ネットワーク機能を研究し、当面
はV2Pの研究範囲を考慮せず、インテリジェントコネクテッドカーとモ
バイル端末の情報相互作用機能を組み合わせ、規格要件リストを策
定していくことに同意

 「インテリジェントコネクテッド車両伝送メッセージセットの分類と標準化の
要件」プロジェクトグループ会議概要：
 メッセージセットの分類方法、調査範囲、標準化について議論
 プロジェクトが電気自動車を含む商用車および乗用車の伝送メッセー
ジセットの分類を検討することが決定

 「スマートパーキング機能標準研究チーム」キックオフミーティング概要：
 参加者が調査報告書の概要を議論
 現在の技術の現状、既存の規格、技術的改良分析、および標準要件
の4つの側面に沿った枠組みで作成することが決定

 補助駐車場、自律駐車場、自動駐車場の3つのカテゴリに従って予備
分類を行うことに合意

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1651.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C5 Tiechengが
SAE 

Internation

al Paul 

Mascarena

s2019年会
長の訪問を
歓迎

12月2日 SAE International (Society of Automotive Engineers)Paul 

Mascarenas2019年会長が中国自動車技術研究センターTiecheng
所長を訪問（12月2日）
 中国自動車技術研究センター試験認証部門、自動車標準化研究所、中国自動
車研究所（天津）、自動車情報コンサルティング、北京カダックテクノロジーセン
ターが同席

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91202/298

07.html

4-C6 市場監督管
理総局の標
準技術部が、
省エネと新
エネルギー
車産業の
発展に関す
る閣僚級
合同会議の
連絡会議に
参加

12月3日 省エネと新エネルギー車産業の発展に関する閣僚級合同会議の連絡
会議が開催（11月28日＠北京、中国）

 会議での協議内容：
 「新エネルギー車産業開発計画（2021-2035）（ドラフト）」について
議論

 参加者：
 Xin Guobin工業情報化副大臣（議長）、市場監督管理総局標準技術
部Yin Minghan検査官等

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //www.

samr gov.c

n/bzjss/sjdt

/gzdt/2019

12/t201912

03 308984

html

http //www.

sac.gov.cn/

xw/bzhdt/2

01912/t201

91203 343

919 htm
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モビリ
ティ

中国 4-C7 市場監督管
理総局標準
技術部Yin 

Minghan検
査官が中国
中車
（CRRC）Jia 

Shirui副社
長と意見
交換

12月3日 市場監督管理総局標準技術部Yin Minghan検査官が中国中車
（CRRC）Jia Shirui副社長と意見交換（11月27日）

 意見交換概要：
 Jia Shirui副社長は、鉄道輸送の分野における「一帯一路」を実現す
る際にCRRCが行った活動を紹介し、都市鉄道輸送の標準化を進め
る際のCRRCが求める要件を提案

 Yin Minghan検査官は、中国の鉄道輸送標準化活動の現状を紹介し、
標準化作業を促進する上でのCRRCの役割について提案

国家標準化
管理委員会
（SAC）

http //www.

sac.gov.cn/

xw/bzhdt/2

01912/t201

91203 343

920 htm

4-C8 2019年の規
格審査会議
と表彰会が
北京で開催

12月5日 全国自動車標準化技術委員会車両小委員会2019年規格審査会議及び
表彰会を開催（12月3-4日＠中国 北京）

 協議内容：
 優秀な規格策定グループと優れたメンバーを表彰
 「大規模輸送用特殊車両」、「メタノール燃料車両の技術条件」、およ
び「メタノール車両燃料システムの技術条件」の3つの業界規格のレ
ビューを完了

 スマートマニュファクチャリングに関連する規格の提案について議論
 参加者：

 車両小委員会のメンバー、関連する国内外のメーカー、試験機関、
および規格策定グループから60人以上

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91205/298

27.html
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モビリ
ティ

中国 4-C9 全国自動車
標準化技術
委員会車両
小委員会
2019年規格
審査会議及
び表彰会を
北京で開催

12月5日 全国自動車標準化技術委員会車両小委員会2019年規格審査会議及び
表彰会を開催（12月3-4日＠中国 北京）

 協議内容：
 標準化活動の結果に基づいて、優秀な規格策定グループと優れたメ
ンバーを表彰

 「大規模輸送用特殊車両」、「メタノール燃料車両の技術条件」、およ
び「メタノール車両燃料システムの技術条件」の3つの業界規格につ
いて議論し、レビューを完了

 スマートマニュファクチャリングに関連する規格の提案について議論
 参加者：

 車両小委員会のメンバー、関連する国内外のメーカー、試験機関、
および規格策定グループから60人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1656.ht

ml

4-C10 Tiechengが
トヨタ自動車
のJingzi氏
の訪問を
歓迎

12月6日 トヨタ自動車Liu Jingzi規制認証部長が中国自動車技術研究センター
Tiecheng所長を訪問（12月5日）
 中国自動車技術研究センターFeng Yi標準化研究所所長が同席
 標準化研究所とトヨタとの協力方法を検討し、燃料電池車の技術協力内容、電気
自動車の電磁適合性、インテリジェントネットワーキング車両等の分野について
議論

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91206/298

41.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C11 Tiechengが
中国第一汽
車集団Liu 

Changqing
社長の訪問
を歓迎

12月6日 中国第一汽車集団Liu Changqing社長が中国自動車技術研究センター

Tiecheng所長を訪問（12月5日）
 中国自動車技術研究センター投資運用管理部門、試験認証部門、中国自動車
研究所（天津）、自動車情報コンサルティング、自動車工学研究所（中国）、中国
オートデータが同席

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91206/298

30.html

4-C12 第6回自動
車風洞試験
及び応用規
格研究ワー
キンググ
ループ会議
が天津で
開催

12月6日 第6回自動車風洞試験および応用規格研究ワーキンググループ会議が
開催（11月29日＠中国 天津）

 協議内容：
 規格策定グループの代表が、「車両の空気力学的用語と定義」、「路
上走行車の運転抵抗の測定」、「自動車の風切り音試験方法」を含む
3規格の策定状況を紹介し、参加者が現状のドラフトと今後の改訂計
画について議論

 中国自動車産業標準センターのBaoxiang氏とDassaultHeinz Friz氏
をゲストとして迎え、「GB / T 19233：小型車の燃料消費量の測定方
法」の改訂やWLTP（乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法）に
基づくCFD（数値流体力学）シミュレーションなどの業界の懸念につい
て意見交換を実施

 参加者：
 中国自動車技術研究センター、OEM、試験機関、大学及び関連する
組織から30人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1657.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/38)

モビリティ分野関連記事詳細（27/68）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191206/29830.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C13 「揮発性有
機化合物と
アルデヒド
及びケトン
試験能力検
証プログラ
ム」キックオ
フミーティン
グが開催

12月9日 「揮発性有機化合物とアルデヒド及びケトン試験能力検証プログラム」
キックオフミーティングが開催（12月7日＠天津、中国）

 ミーティング目的：
 自動車産業におけるVOC試験の現状を反映した上で、データの信頼
性を確保し、標準化された方法で技能試験活動を実施することで、国
内の試験機関の自動車VOC試験の技術レベルを向上

 ミーティング後援：
 中国自動車技術者協会自動車試験技術部門、機械の適合性評価全
国技術委員会、中国自動車オートバイ試験認証アライアンス、天津自
動車試験センター

 協議概要：
 Tianjian CenterのエンジニアであるLi Xuan氏が「揮発性有機化合物
とアルデヒドとケトンの検出のための習熟度検証計画の設計スキー
ム」を紹介、習熟度検証計画の実施手順、日程等について説明

 参加者：
 10の試験機関と11の自動車メーカーの専門家

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91209/298

53.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/38)

モビリティ分野関連記事詳細（28/68）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191209/29853.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C14 電気自動車
の安全性に
関する国際
技術規則
（EVS-

GTR）の
第19回会議
がドイツの
ベルリンで
開催

12月9日 電気自動車の安全性に関する国際技術規則（EVS-GTR）の第19回会議
が開催（12月3-5日＠ドイツ ベルリン）

 協議内容：
 参加者がパワーバッテリーの熱拡散、振動の安全性、浸水の安全性、
高電圧の安全性、有毒ガスの保護、充電保護の問題について議論

 バッテリーの熱拡散に関しては、中国、カナダ、韓国がそれぞれの研
究結果と組み合わせ「外部急速加熱」試験条件と判断基準を決定し、
共同で予備案を作成

 振動安全性については、国際自動車工業連合会（OICA）が提案のサ
ポート資料の作成を進めており、次回ワーキンググループにおいて中
国提案とOICA提案に基づくGTR 20振動試験条件変更計画について
議論予定

 浸水安全性については、中国が浸水連事故に基づいて浸水試験の
条件と判断基準を補足し、ワーキンググループのメンバーは補足資料
に基づいてフィードバックを提供

 参加者：
 WP.29（自動車基準調和世界フォーラム）、米国、欧州連合、日本、韓
国、カナダ、および世界の主要な自動車研究機関、自動車、部品会社
から70人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1660.ht

ml

4-C15 Tiechengが
東風汽車集
団の訪問を
歓迎

12月10日東風汽車集団Youfeng副社長及び役員会メンバーが中国自動車技術
研究センターTiecheng所長を訪問（12月10日）
 中国自動車技術研究センター戦略計画科学技術革新部門、試験認証部門が
同席

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91210/298

58.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(9/38)

モビリティ分野関連記事詳細（29/68）

モビリティテーマ別情報詳細
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C16 ISO / IEC 

JTC1 / WG 

11スマート
シティワー
キンググ
ループの
第9回全体
会議が開催

12月11日 ISO / IEC JTC 1 / WG 11スマートシティワーキンググループの第9回
全体会議が開催（12月2-6日@済南、中国）

 協議内容：
 中国主導のISO / IEC 30145-1「情報技術スマートシティICTリファレ
ンスフレームワークパート1：スマートシティビジネスプロセスフレーム
ワーク」が委員会原案（CD）段階に進行

 中国主導のISO / IEC 30145-2「情報技術スマートシティICTリファレ
ンスフレームワーク2」パート：「スマートシティナレッジマネジメントフ
レームワーク」は国際規格案（DIS）段階に進行

 中国が主導する新たな国際規格プロジェクトISO / IEC AWI 24039
「情報技術スマートシティデジタルプラットフォーム」の研究範囲とドラ
フトフレームワークについて議論し、初回ドラフトを作成

 中国が提案した「情報技術スマートシティのデジタルインフラストラク
チャのトップレベル計画」がISO / IEC JTC 1 / WG 11予備研究プロ
ジェクト（PWI）として合意

 参加者：
 中国、カナダ、オーストラリア、英国、日本、ロシア、米国、イタリア、
ブルガリアおよびISO / TC 211、SBSから27人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5888 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(10/38)

モビリティ分野関連記事詳細（30/68）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5888.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C17 「車両及び
主要な電子
制御システ
ムの機能的
安全性およ
び意図され
た機能の
安全性
（SOTIF）
の定量指標
および試験
評価方法に
関する研
究」を実施

12月11日 「車両横方向運動電子制御システムの機能的安全性および意図された
機能の安全性（SOTIF）の定量指標および試験評価方法に関する研究」
プロジェクトチームが6回目の実車試験を実施
（11月25-29日＠中国 広東）
 定量的指標及び信頼性指数に関する実地の車両試験を実施
 プロジェクトの研究結果は、策定中の「GB / T：路上走行車の機能安全性」及び
中国が提案しているISO 21448（SOTIF）に活用される予定

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1664.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(11/38)

モビリティ分野関連記事詳細（31/68）

モビリティテーマ別情報詳細
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C18 第18回自動
車騒音標準
化研究ワー
キンググ
ループ会議
が深圳で
開催

12月11日第18回全国自動車標準化技術委員会車両小委員会自動車騒音標準化
研究ワーキンググループ会議が開催（12月10日＠中国 深圳）

 協議内容：
 北京労働保護研究所のKang Zhongxu氏が、GB 1495「自動車騒音
制限および測定方法」改訂作業の進捗を報告

 ドラフト作成グループのCao Lijuan氏が、GB / T「軽自動車の複数の
作動条件」のドラフトについて説明

 Beiqi Foton、広州自動車研究所、中国自動車技術センター、および
Changzhou Handeliが、それぞれGB / T「複数の作動条件での大型
車両の測定方法」、GB / T「自動車のアイドル車両の振動と騒音の測
定方法」、GB / T 「自動車の風雑音測定方法」GB / T「車両の逆転の
プロンプト音の要件とテスト方法」の規格策定の進捗状況を説明

 国際的な活動として、中国自動車技術研究センターのXu Tianchu氏
がWP.29 GRBPの第70回会議の主要な内容と結果を報告し、騒音
および関連分野の国際規格と規制の改訂における最新の状況を紹介

 参加者：
 試験機関、国内外の自動車および部品メーカーなど、60以上の組織
から95人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1663.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(12/38)

モビリティ分野関連記事詳細（32/68）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1663.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C19 インテリジェ
ントネット
ワーク車両
技術小委員
会の2019年
次総会及び
レビュー
会議が北京
で開催

12月12日インテリジェントネットワーク車両技術小委員会（SAC / TC114 / SC34）
の2019年次総会及びレビュー会議が開催（12月10日＠中国 北京）

 協議内容：
 事務局が、2019年の委員会の活動として自動車オペレーティングシ
ステムなど分野において54の規格とプロジェクト研究活動及び124回
の規格関連会議を実施、また国際規格の策定プロセスへ積極的に
参加したことを報告

 中国の専門家が国連自動運転およびネットワーキングワーキンググ
ループ（UN / WP.29 / GRVA）の副議長として再選されることを支援し、
「自動車両」の完成を主導していくことを報告

 事務局が、標準化活動として、標準化小委員会が13の新しい技術標
準化ニーズの調査を開始し、「インテリジェントコネクテッド車両産業と
技術ステータスに関する調査」や「コネクテッド車両技術と標準化要件
の適用に関するアンケート」などの4つの調査を完了したことを報告

 国家規格「自動車運転自動化の分類」（2017年策定開始）のレビュー
を実施。規格の構造の完全性、分類の合理性、命名の正確性等の側
面からレビューを実施し、内容について修正を行った後に合意に達し、
レビューが完了

 参加者：
 委員会メンバー及び国内外の自動車メーカー、部品メーカー、試験
機関、研究機関から100人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1665.ht

ml
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(13/38)

モビリティ分野関連記事詳細（33/68）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1665.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C20 「GB / T 

38185-

2019」商用
車の電子安
定性制御シ
ステムの性
能要件と試
験方法」等
2つの国家
規格の発表
会を重慶で
開催

12月12日新たな国家推奨規格「GB / T 38185-2019：商用車の電子安定性制御
システムの性能要件と試験方法」及び「GB / T 38186-2019：商用車の
自動緊急制御システム（AEBS）の性能要件と試験方法」（2020年5月1日
施行予定）の発表会を開催（12月11-12日＠中国 重慶）

 会議概要：
 重慶車両検査研究所が2規格に関するフィールドテストデモを実施
 WABCO Automotive Control SystemsのCheng Weitao氏が、商用
車の電子安定性システム（ESC）及びAEBSシステムに関する外国の
技術規制の現状を紹介し、欧州と米国の技術規制の違い、将来の開
発動向を説明

 重慶車両検査研究所が、ESCシステム及びAEBSシステムの評価要
素、テスト手順、テスト方法を紹介

 参加者：
 100以上の商用車メーカーと部品サプライヤーの代表者

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1666.ht

ml

4-C21 Tiechengが
東風インフィ
ニティ自動
車Mao 

Limin社長
の訪問を
歓迎

12月12日東風インフィニティ自動車Mao Limin社長が中国自動車技術研究セン
ターTiecheng所長を訪問（12月11日）
 中国自動車技術研究センター試験認証部門の担当者が同席

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91212/298

62.html

2339

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/38)

モビリティ分野関連記事詳細（34/68）

モビリティテーマ別情報詳細
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C22 2019年国家
規格公報
第14号

12月13日国家市場監督管理総局（国家標準化委員会）が「回転電子機器：レーティ
ングとパフォーマンス」を含む177の国家規格と、2つの改訂国家規格を
承認

 承認された国家規格
 GB / T 38285-2019「オートバイとモペットのブレーキ」
（発効予定日：2020年7月1日）

 GB / T 38283-2019「電気自動車災害の緊急救助ガイド」
（発効予定日：2020年7月1日）

 GB / T 5373-2019「オートバイおよびモペットの寸法および品質パラ
メーターの決定方法（改訂前規格：GB / T 5373-2006）」
（発効予定日：2020年7月1日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1659

html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/38)

モビリティ分野関連記事詳細（35/68）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1659.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C23 全国自動車
標準化技術
委員会ガス
自動車技術
専門委員会
2019年次会
議及び標準
審査会議が
天津で開催

12月16日全国自動車標準化技術委員会ガス自動車技術専門委員会2019年次会
議及び標準審査会議が開催（12月12日@天津）

 会議概要：
 ガス自動車技術専門委員会メンバー、規格草案作成ユニット及び関
連企業からの30人以上の代表が会議に出席

 「2019年ガス自動車技術専門委員会の年次作業報告書」を作成
 ガス自動車分野の標準システムを整理

 2つの規格についてレビューし、承認
 QC / T 755「液化天然ガス自動車ガスシステム技術仕様」
 GB / T 19237「自動車用圧縮天然ガス充填剤」

全国自動車標
準化技術委員
会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1667.ht

ml

4-C24 「Carbon 

Capture, 

Utilization 

and 

Storage
（CCUS）標
準化研究」
プロジェクト
受入れ会議
を開催

12月17日CNISは、生態環境部のCarbon Capture, Utilization and Storage
（CCUS）標準化研究プロジェクト会議に参加（12月12日＠北京）

 プロジェクト概要：
 CCUSに関する動向を調査・分析し、関連標準化作業及び政策への
提案を実施
 国際的な温室効果ガス管理の政策と標準の追跡及び分析
 国際的なCCUS技術開発及び技術標準の現状と傾向の調査及び
要約

 CCUS技術開発及びアプリケーション管理標準の実際のニーズの
調査及び分析

 中国のCCUS技術標準化作業と政策勧告強化の提案
 プロジェクトの結果は、中国主導の国際標準ISO 27290の策定にも活
用される予定

中国標準化研
究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191217

49158.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C25 「GB 

15083-

2019、GB 

24545-

2019、GB 

38262-

2019」の3
つの強制国
家規格発表
会議の開催
に関する
お知らせ

12月17日 2020年発行予定の自動車分野における強制国家規格（GB 15083-2019、

GB 24545-2019、GB 38262-2019）に関する業界向け説明会を開催
予定（2020年1月）

 会議概要：
 2020年7月1日に強制規格として正式に発効される3つの規格に関し
て、業界向けに説明
 GB 15083-2019「カーシート、座席固定装置及びヘッドレスト強度
要件及び試験方法」（改訂）

 GB 24545-2019「車両速度制限システム技術要件及び試験方法」
（改訂）

 GB 38262- 2019年「乗用車内装材の燃焼特性」（新規発行）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1669.ht

ml

4-C26 自動車業界
標準「自動
車用圧力セ
ンサー」に
関するコメン
ト募集

12月17日自動車業界標準「自動車用圧力センサー」に関するコメントを募集
（～2020年1月27日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1668

html

2342

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(17/38)

モビリティ分野関連記事詳細（37/68）

モビリティテーマ別情報詳細
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C27 Tiechengが
米国規格協
会のジョセ
フ・トレトラー
副会長を
歓迎

12月18日中国自動車技術研究センターは、米国規格協会（ANSI）と標準化に
関する協力覚書を締結

 背景：
 ANSIは新興分野におけるグローバルな協力を拡大

 締結内容：
 インテリジェントコネクテッドビークル標準、新エネルギー車標準ロード
マップ及びISO / IEC国際標準の分野で協力し、中米の専門家向けの
チャネルを確立、自動車の規格および規制に関する情報交換を実施

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91218/299

00.html

4-C28 中国自動車
センターは、
Baoqiおよ
びQorosと
戦略的協力
契約を締結

12月19日中国自動車技術研究センターは、Baoneng及びQorosと戦略的協力
契約を締結（12月18日＠天津）

 提携内容：
 3社は、自動車産業サービス、政策研究、テストとテスト、エンジニアリ
ング技術の研究開発、認証ビジネス、ビッグデータの分野において協
力

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91219/299

03.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(18/38)

モビリティ分野関連記事詳細（38/68）

モビリティテーマ別情報詳細
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C29 Li Yan氏は
2019中国ス
マートエン
タープライズ
開発フォー
ラムに参加
し、講演

12月19日中国自動車技術研究センターのLi Yan氏は、「2019中国スマートエン
タープライズ開発フォーラム」に参加（12月17日＠浙江省）

 講演内容：
 中国自動車技術研究センターは、インテリジェントコネクテッドカーデ
モコンサルティング、標準調査、試験と認証、エンジニアリング設計な
どの包括的なサービスを提供していることを強調

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91219/299

04.html

4-C30 2019年国家
規格速報
第15号

12月20日国家市場監督管理総局(SAMR)は、「自動車及びトレーラー用の外部照
明及び光信号装置の設置に関する規制」を含む21の国家規格を承認し、
公開

 公開された規格（関連規格につき一部抜粋）：
 GB 4785-2019 「自動車及びトレーラー用の外部照明及び光信号装
置の設置に関する規制」（2020年7月1日発効予定）

 GB 18296-2019「自動車用燃料タンク及び安全性能要件と設置のた
めの試験方法」（2020年7月1日発効予定）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1670

html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(19/38)

モビリティ分野関連記事詳細（39/68）

モビリティテーマ別情報詳細
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C31 全国インテ
リジェント
ネットワーク
自動車品質
監督検査セ
ンター（天
津）の専門
委員会の
2019年次
会議を開催

12月23日全国インテリジェントネットワーク自動車品質監督検査センター専門委員
会の2019年次会議が開催（12月18日@天津）

 協議内容
 検査センターが能力開発、技術革新、標準検証、テスト評価の分野で
大きな成果を残していることを強調

 年次報告書のレビューを実施
 「インテリジェントコネクテッドカーのテストと評価技術」のルールとモノ
グラフ概要のレビューを実施

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91223/299

19.html

4-C32 中国初の
自動車衝突
安全基準の
公布と実施
の20周年

12月23日自動車衝突安全基準に関するWGの2019年第2回作業部会を開催
（12月18～19日@杭州）

 会議概要：
 自動車メーカー、部品会社、試験機関等より90人以上の専門家が
出席

 2つの規格ドラフトに関して、詳細な技術要件等についてレビューを
実施
 GB / T 24550「歩行者用の自動車衝突保護」
 GB 26134「乗用車の屋根の圧縮強度」

中国自動車技
術研究センター

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91223/299

18.html

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1676.ht

ml
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モビリティ分野関連記事詳細（40/68）

モビリティテーマ別情報詳細

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20191223/29919.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C33 国家標準
GB / T「電
気自動車の
駆動モー
ターシステ
ムの機能安
全要件と試
験方法」の
起草グルー
プ会議が
株洲で開催

12月23日国家標準GB / T「電気自動車の駆動モーターシステムの機能安全要件と
試験方法」起草グループの初会議が開催（12月18～19日 @株洲）

 会議概要：
 SAC / TC114 / SC29 が後援
 自動車関連メーカー等より約30名の代表者が出席

 協議内容：
 事務局は、Safety Of the Intended Function（SOTIF）の標準と規制
及び「機能安全技術と標準化研究の中期および長期計画（2016-

2025）」に関して紹介
 ドラフトグループは、標準の範囲、駆動モーターシステムの機能概念、
ターゲット市場の典型的なアプリケーションシナリオについて協議

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1674.ht

ml
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C34 IECの将来
の持続可能
な輸送シス
テム評価
ワーキング
グループの
第2回対面
会議が中国
で開催

12月23日 IEC SEG 11 Future Sustainable Transportationの第2回対面会議が
開催（12月17～19日＠中国）

 IEC/SEG11概要：
 将来の持続可能な輸送のためにIECによって設定された特別なタスク
フォース

 将来の持続可能な輸送開発のロードマップを提供し、既存の国際規
格との関係を明確にし、IECの活動を補完
 また、関連する標準の構築に関する提案も実施

 3つのWGにて活動
 ユースケースの収集
 ユースケースのスクリーニング
 調査レポートの作成

 会議概要：
 中国、日本、ドイツ、イタリアより15名の代表者が参加
 上記3つのWGの活動進捗を共有
 また、米国の代表者はISO/TC 204 Intelligent transport systemsに
おける標準化活動を紹介

 今後の予定：
 第3回対面会議を開催予定（2020年5月@東京）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1675.ht

ml

2347
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http://www.catarc.org.cn/work/detail/1675.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C35 自動車標準
化技術委員
会の電気自
動車小委員
会の2019年
次会議及び
標準審査会
議が北京で
開催

12月23日自動車標準化技術委員会の電気自動車小委員会の2019年次会議及び
標準審査会議が開催（12月17～18日＠北京）

 協議内容：
 2019年の作業概要を振り返り

 GB / T 19836-2019「電気自動車計装」を含む3つの国家規を発行
 GB / T「電気自動車のバッテリー管理システムの技術条件」を含む

5つの規格を承認
 2020年の作業計画を協議

 電気自動車のエネルギー消費、充電、パワーバッテリーのリサイク
ル等の主要分野での標準研究を推進予定

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1677.ht

ml

4-C36 一連の
「中国エンジ
ン油開発基
準と革新同
盟」会議を
開催

12月24日中国エンジン油開発基準と革新同盟会議が開催、専門家による意見交換
を実施（12月17～19日@天津）

 会議概要：
 30以上の企業から80人以上の代表者が参加
 標準開発、評価システム、テスト及び認証等に関する意見交換を実施

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91224/299

28.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C37 乗用車と小
型商用車の
燃料消費制
限と指標に
関するワー
キンググ
ループの
最初の会議
が天津で
開催

12月25日乗用車と小型商用車の燃料消費制限と指標に関するWGの初会議が
開催（12月20日＠天津）

 会議概要：
 国内外の乗用車、小型商用車の完成車及び部品会社、検査機関及
び業界団体からの90人以上の代表者が会議に出席

 エネルギー効率基準の特性、エネルギー節約技術の推奨事項、軽商
用燃料消費量制限基準の改訂計画及び研究内容を協議

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1683.ht

ml

4-C38 SAC / 

TC567国家
都市持続可
能な開発標
準化技術
委員会が
湖北省武漢
で開催

12月25日SAC/TC567 国家都市持続可能な開発標準化技術委員会の年次会議が
開催（10月13日＠武漢）

 SAC/TC567概要：
 ISO / TC268 Sustainable cities and communitiesの国内委員会とし
て設立（2017年12月）

 都市の持続可能な開発管理システム、要件、ガイドライン及び関連
する国家規格を策定

 協議内容：
 既存作業の進捗状況の確認
 2020年の作業の優先順位を確認

 技術委員会の管理の強化
 事務局の労働力の強化
 国家標準のガイダンスの強化
 トップレベルの設計の強化

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191226

49194.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C39 軽自動車の
燃料消費量
試験方法と
識別標準
ワーキング
グループの
最初の会議
が天津で
開催

12月25日軽自動車の燃料消費量テスト方法と識別標準WGの初会議が開催
（12月19日@天津）

 会議概要：
 国内外の軽自動車及び部品メーカー、試験機関、業界団体から90人
以上の代表者が出席

 自動車の燃料消費試験方法の移行に関して協議

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1684.ht

ml

4-C40 自動車の推
奨国家規格
「乗用車の
自由操舵特
性のための
オープンス
テアリング
パルステス
ト方法」に関
するコメント
募集

12月25日自動車の推奨国家規格「乗用車の自由操舵特性のためのオープンステ
アリングパルステスト方法」に関するコメントを募集（～2020年2月25日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1679

html
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C41 自動車の推
奨国家規格
「車両のス
テアリング
センターの
遷移特性の
試験方法」
に関するコ
メント募集

12月25日自動車の推奨国家規格「車両のステアリングセンターの遷移特性の試験
方法」に関するコメントを募集（～2020年2月25日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1680

html

4-C42 自動車の推
奨国家規格
「軽自動車
の取り扱い
安定性試験
の一般
条件」に関
するコメント
募集

12月25日自動車の推奨国家規格「軽自動車の取り扱い安定性試験の一般条件」に
関するコメントを募集（～2020年2月25日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1681

html
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モビリ
ティ

中国 4-C43 自動車の推
奨国家規格
「大型車両
の取り扱い
及び安定性
試験の一般
条件」に関
するコメント
募集

12月25日自動車の推奨国家規格「大型車両の取り扱いおよび安定性試験の一般
条件」に関するコメントを募集（～2020年2月25日）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1682

html

4-C44 国家規格
「オーディオ、
ビデオ、情
報技術およ
び通信技術
機器パート
1：セキュリ
ティ要件」
会議の開催

12月25日電子製品安全基準ワーキンググループにおいて、国家規格「オーディオ、
ビデオ、情報技術および通信技術機器パート1：セキュリティ要件」の検討
会議を開催（12月17日）

 開催形態：
 中国工業情報化部電子情報局の委託を受け、中国電子技術標準化
研究院（CESI）が開催

 会議内容：
 専門家らは詳細に原案の議論、修正を行い、審査のために提出

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5959 h

tml
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モビリ
ティ

中国 4-C45 自動車に関
する国際規
格、技術規
制追跡研究
ワーキング
グループが
上海で開催

12月26日自動車に関する国際規格、技術規制追跡研究ワーキンググループが開
催され、2019年の進捗と2020年の活動予定を共有（＠上海）

 2019年の主な成果：
 ロシア、メキシコ、インドのワーキンググループが計画どおり最終調査
報告書を提出

 中国とEUの自動車規格、規制の比較分析ワーキンググループが3回
目のレビューを完了

 自動車に関する国際規格、規制照会システムを更新
 EU、国連、ASEAN、南アメリカ、中東、オーストラリア、その他の国や
地域に関するデータベースを更新

 2020年の活動予定：
 チリ、日本、韓国に3つの地域ワーキンググループを設置し、電気
自動車の特別規制の比較、湾岸諸国標準化機構（GSO）規制や中東
の国家規格の比較を実施する予定

 EUと中国の自動車規制や規格の比較を継続する他、2つの新規制を
比較

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1686.ht

ml
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モビリ
ティ

中国 4-C46 中国・
ASEAN自
動車規格・
規制研究
センターの
第6回作業
部会が上海
で開催

12月26日中国・ASEAN自動車規格・規制研究センターの第6回作業部会で開催さ
れ、2019年の活動を共有（＠上海）

 会議開催概要：
 自動車標準化研究所の上級エンジニアZhu Yi氏が中国・ASEAN間
の規格や規制に関する交流実施等の2019年の活動を報告
 マレーシア、タイ、インドネシアの関連政府部門および研究機関を
訪問

 下半期にはインドネシアの電気自動車規制の議論に参加、草案を
作成した他、インドネシア自動車研究所との協力覚書に署名

 自動車標準化研究所の次席主任エンジニアFu Jianhuaは、将来的に
インドネシアモデルの展開、中国・ASEAN間の協力強化、中国規格
の国際化推進に取り組む意向を表明

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1685.ht

ml

4-C47 GB 15741-

1995「自動
車およびト
レーラーの
ナンバープ
レート（フ
レーム）と
その位置」
の第1修正
に関する
意見公募

12月27日GB 15741-1995「自動車およびトレーラーのナンバープレート（フレーム）
とその位置」の第1修正に関する意見公募が開始（2020年2月27日まで）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1687

html
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モビリ
ティ

中国 4-C48 中国は、
2020年に
独自の自動
運転車の分
類システム
を策定予定

12月27日中国の全国自動車標準化技術委員会は、2020年に独自の自動運転車
の分類に関する国家規格を策定予定

 国家規格の概要：
 当該規格は、自動運転の定義、分類の方針と分類の根拠、自動運転
レベルの定義、技術要件をカバー
 自動運転レベルは、ドライバーへの警告発信など限られた機能の
みを持つレベル0から完全自動運転のレベル5までの6段階で定義
される予定

China 

Automotive 

News

http //auton

ews.gasgo

o.com/700

16706.html

4-C49 中国は監視
技術で
存在感

12月27日Financial Timesは、国際電気通信連合（ITU）において中国が監視技術
関連の規格策定に関し、過去3年間で数多くの提案を行っていることを
紹介
 China Telecom、ZTE、Huaweiや監視カメラ大手Hikvision、Dahuaなどが、

2016年以降顔認識や音声認識といった監視技術関連の規格策定に関する20件
の提案を行い、およそ半数が既に承認

 ITUの規格の多くが途上国で適応されるため、米国、英国の関係者らは中国によ
る監視技術の国外輸出を懸念

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/b34d

8ff8-21b4-

11ea-

92da-

f0c92e957

a96

2355

【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(30/38)

モビリティ分野関連記事詳細（50/68）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

http://autonews.gasgoo.com/70016706.html
https://www.ft.com/content/b34d8ff8-21b4-11ea-92da-f0c92e957a96


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C50 「乗用車の
緊急車線変
更試験用道
路パート1：
ダブルレー
ンチェンジ」
など2つの
国家規格に
関する意見
公募

12月30日 「乗用車の緊急車線変更試験用道路パート1：ダブルレーンチェンジ」、
「乗用車の緊急車線変更試験用道路パート1：障害物回避」の2つの国家
規格に関する意見公募を開始（2020年2月30日まで）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1688

html

4-C51 自動車業界
基準「自動
車用環境光
センサー」に
関する意見
公募

12月31日全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）が自動車業界規格
「自動車用環境光センサー」草案に対する意見公募を開始
（2020年2月11日まで）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1690

html
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モビリ
ティ

中国 4-C52 自動車業界
基準「電気
自動車用充
電池のリサ
イクルに関
する2次電
池の解体仕
様」に関す
る意見公募

12月31日全国自動車標準化技術委員会（SAC/TC114）が策定中の自動車業界
規格「電気自動車用充電池のリサイクルに関する2次電池の解体仕様」
草案に対する意見公募を開始（2020年2月11日まで）

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1689

html
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モビリ
ティ

中国 4-C53 中国工業情
報化部リチ
ウムイオン
電池安全規
格特別ワー
キンググ
ループが
2019年次
会議を開催

12月31日中国工業情報化部リチウムイオン電池安全標準特別ワーキンググループ
が2019年次会議及び規格検討会を開催（12月18日～19日）

 会議開催概要：
 リチウムイオン電池に関連する新たな規格の策定を開始した他、5つ
の規格について議論

 （参考）新たに策定する規格：
 リチウムイオン電池用ローラープレス

 （参考）議論対象の規格：
 20173803-T-339：リチウムイオン電池および電池の安全な使用
ガイド

 20184222-T-339：リチウムイオン電池のエネルギー変換効率の要件
と測定方法

 20162478-T-339：電気自動車用リチウムイオン電池パート1：性能試
験

 20162476-T-339：電気自動車用リチウムイオン電池パート2：信頼性
と濫用試験

 2018-1360T-SJ：サービスロボット用のリチウムイオンバッテリーおよ
びバッテリーパックの一般仕様

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5955 h

tml

中国 4-C54 国家規格
「リチウムイ
オン電池の
エネルギー
変換効率の
要件と測定
方法」が
審査に合格

12月31日中国電子技術標準化研究院（CESI）は、国家規格「リチウムイオン電池の
エネルギー変換効率の要件と測定方法」を審査、承認手続きのため回付
（12月20日）

 規格の概要：
 国家規格「リチウムイオン電池のエネルギー変換効率の要件と測定
方法」（計画番号：20184222-T-339）として、リチウムイオン電池と電
池パックの変換効率の要件と測定方法を規定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5961 h

tml
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モビリ
ティ

中国 4-C55 中国全国情
報技術標準
化技術委員
会マルチメ
ディア小委
員会の国際
標準化作業
会合、マシ
ンインテリ
ジェンス指
向のデータ
コーディング
ワーキング
グループ
発足会合が
開催

12月31日中国全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員会及び国際
標準化作業会合が開催（12月30日）

 会議開催概要：
 国家市場監督管理総局（SAMR）標準イノベーション管理局のXu 

Quanping局長は、中米貿易戦争における新しい国際標準化状況を
踏まえ、標準イノベーション管理局が国際標準化活動の調整を行うこ
とや来年の主要な国際標準化活動の方針を発表（以下、Quanping氏
による標準化活動方針要旨）
 国家規格の国際化に備え国家規格の翻訳を行い、「一帯一路」構
想などの国家政策に貢献

 専門家メンバーは積極的に国際標準化活動に参加して提案を提
出する一方、既存の標準化作業プロジェクトにおいて主導権を取
ることを最小限に制限

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5975 h

tml
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C56 中国全国情
報技術標準
化技術委員
会の第4回
委員長会
議が北京で
開催

12月31日中国全国情報技術標準化技術委員会の第4回委員長会議が北京で開催
（12月17日）

 会議における実施事項：
 2019年全国情報技術標準化技術委員会の全国作業報告書のレ
ビュー

 2019年SC / WG作業優先実施報告書と2020年SC / WG作業優先報
告書の確認

 全国情報技術標準化技術委員会第3回委員会の開催
 12件の標準化プロジェクト計画のレビュー
 4件の国家規格の承認
 18件の国家標準化技術文書のレビュー
 最近の作業と国際標準化に関する報告の確認

 会議における合意事項：
 9件の標準化プロジェクト計画

 「情報技術マップデータベースシステムの技術要件」「産業用イン
ターネットプラットフォームマイクロサービスリファレンスフレーム
ワーク」他

 4件の国家規格
 「情報技術指紋を使用した身分証明書の技術要件」「IoT認知シス
テムアクセスの制御パート2：データ管理要件」他

 18件の国家標準化技術文書
 「情報技術システム間の通信と情報交換 LANとMANの固有要件
パート1：LAN規格の概要」他

 3件の国家標準化プロジェクト
 「情報技術学習、教育、訓練初等中等教育におけるける情報化レ
ベル評価モデル」他

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5972 h

tml
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モビリ
ティ

中国 4-C57 自動車先進
試験技術セ
ミナー2019
が開催

12月9日 中国自動車産業センター試験認証部門が主催する自動車先進試験技術
セミナー2019が開催（12月8日＠中国 フルンボイル市）

 セミナー概要：
 インテリジェントネットワーキング、新エネルギー、新排出基準、および
自動車企業が注力している高度、高（低）温、高湿「3つの高い」環境
試験について議論し、新たな自動車技術の開発と応用について提案

 今年5月に着工した中国自動車産業センターのフルンボイル冬季自
動車試験場の正式オープンを発表

 中国自動車技術研究センターの試験認証部門の極度環境試験セン
ターが主催する「自動車環境試験産業技術革新戦略的提携」設立に
ついても発表

 参加者：
 自動車メーカー及び業界の専門家180人以上

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91209/298

54.html
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モビリ
ティ

中国 4-C58 中国電子技
術標準化研
究院が2019
年中国イン
テリジェント
マニュファク
チャリングシ
ステムソ
リューション
会議及びア
ライアンスメ
ンバー会議
を開催

12月13日 2019年中国インテリジェントマニュファクチャリングシステムソリューション
会議及びアライアンスメンバー会議が開催（12月12日＠中国 北京）

 会議テーマ：
 製造業の質の高い発展を促進するための専門的でハイレベルなサプ
ライヤーチームの構築

 会議内容：
 「スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤーの
仕様条件」を満たした11のスマートマニュファクチャリングベンチマー
ク企業リスト（第2回）、35のサプライヤーのリスト（第2回）を公表

 「中国スマートマニュファクチャリングシステムソリューションサプライヤ
ホワイトペーパー」および「インテリジェントマニュファクチャリングシス
テムソリューション自動車業界市場調査レポート」を公表

 インテリジェントマニュファクチャリングシステムソリューションアライア
ンスの自動車産業部門の設立式典を開催

 家電、医療、自動車、機械および機器の4つの産業ソリューションサブ
フォーラム、および天津地区、航空、織物の分野での3企業のマッチン
グセッションを開催

 参加者：
 工業情報化部機器産業部門、原材料産業部門、消費財産業部門、地
方および市の工業情報化部門、市場監督部門、テキスタイル業界団
体、自動車業界団体等から約500人

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5895 h

tml
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モビリ
ティ

中国 4-C59 第3回モバ
イルソース
汚染排出
制御技術に
関する国際
シンポ
ジウム

12月17日第3回モバイルソース汚染排出制御技術に関する国際シンポジウムが
開催（12月5～6日）

 シンポジウム概要：
 中国自動車技術研究センター及び国立工学研究所が主催
 モバイルソース汚染制御の分野に関連する機関の代表者400人以上
が参加

 規格や規制による変革についても協議

中国自動車技
術研究センター

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/201

91217/299

17.html

4-C60 推奨国家規
格「自動車
軸負荷監
視」に関す
る会議が
西安で開催

12月18日SAC/TC114により、推奨国家規格「自動車軸負荷監視」に関する会議が
開催（12月17日@西安）

 会議概要：
 SAC/TC114が主催、自動車関連メーカーが参加
 「自動車の車軸負荷試験」規格に関する技術要件及び試験方法につ
いて合意

 推奨国家規格「自動車軸負荷監視」概要：
 将来のインテリジェント輸送および車両と道路のコラボレーションの開
発をサポート

 車両会社と製品ユーザー間の情報交換を円滑化

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1671.ht

ml
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モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A1 ASEAN規
格および品
質に関する
諮問委員会
（ACCSQ）
は、航空及
びEコマース
に注目

12月5日 第52回ASEAN 標準化・品質管理諮問評議会（ACCSQ）が開催
（11月25-28日@ミャンマー ヤンゴン）

 委員会開催概要：
 インドネシアの代表代理Zakiyah氏が、EUからのASEAN地域統合支
援（ARISEPlus）の枠組みにおける欧州連合との協力の最新情報を
説明

 委員会内においては航空機からの二酸化炭素の放出によって引き起
こされる温室効果ガスの影響を減らすことを目的としたイニシアチブで
ある国際航空のためのカーボンオフセットおよび削減スキーム
（CORSIA）の運用が開始されることにも言及
 本イニシアチブに対するACCSQワーキンググループ 2： 適合性評
価の関与に対する支持も表明

 委員会はEコマースの動向も懸念事項として扱い、Lazada, 

Tokopedia dan Bukalapak等の本分野のユニコーンに注目

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

760/penerb

angan-

dan-digital-

trade-

menjadi-

fokus-

asean-

consultativ

e-

committee-

on-

standard-

and-

quality-

accsq

マレー
シア

4-A2 マレーシア
では2025年
までUAMが
離陸する
緊急性は
なし

12月11日Aerodyne（マレーシアのドローン企業）社長が、「都市航空交通（UAM）
の商用化はマレーシアでは規制が整備されておらず、2025年まで主流に
ならないため、開発の緊急性はない」と発言

 発言の背景：
 AerodyneのUAMプロジェクトは、今年の初めに起業家育成省を通じ
た同社のイニシアチブとして発足、政府から適切な法的支援が必要
だったが、成長している他国での活動を優先するため中止

 先月下旬に起業家育成大臣が同省がマレーシアの民間航空局
（CAAM）と協議して、国内の航空輸送セクターの合法化の規制枠組
みについて議論していると発言

New Straits 

Times

https //ww

w nst com.

my/busines

s/2019/12/

546899/no-

urgency-

uam-take-

until-2025-

malaysia-

aerodyne

2364

【情報収集結果】 ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/2)

モビリティ分野関連記事詳細（59/68）

モビリティテーマ別情報詳細

再掲

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10760/penerbangan-dan-digital-trade-menjadi-fokus-asean-consultative-committee-on-standard-and-quality-accsq
https://www.nst.com.my/business/2019/12/546899/no-urgency-uam-take-until-2025-malaysia-aerodyne


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

インド
ネシア

4-A3 標準化をサ
ポートする
Pusrisbang
の研究結果

12月17日BSN研究開発センター（Pusrisbang）は、標準化及び適合性評価の研究
結果に関するセミナーを開催（12月17日）

 セミナー概要：
 インフラ、ヘルスケア、モビリティ、ハラール等の分野における研究成
果を発表
 電気自動車充電ステーション標準開発のロードマップ（2018～

2020年）
 手動及び電動車椅子のパラメーターテスト、等

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

795/hasil-

riset-

pusrisbang

-yang-

menunjang

-

standardis

asi

ベトナ
ム

4-A4 ISO 

37123：潜
在的な都市
の新しい
国際規格

12月19日STAMEQは、持続可能な都市に関する規格「ISO 37123:2019 

Sustainable cities and communities — Indicators for resilient 

cities」の発行を紹介
 ISO 37123概要：

 都市のレジリエンスに関する指標の定義と算出方法等を規定
 持続可能な都市に関する2つの先行規格を補完

 ISO 37120:2018 Sustainable cities and communities —

Indicators for city services and quality of life

 ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities —

Indicators for smart cities

Directorate for 

Standards, 

Metrology and 

Quality 
（STAMEQ）

https //tcvn.

gov.vn/201

9/12/iso-

37123-tieu-

chuan-

quoc-te-

moi-danh-

cho-cac-

thanh-pho-

tiem-nang/
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モビリ
ティ

国際 4-O1 新しいITU
ケーススタ
ディが「ス
マートシ
ティ」の旅に
スポットライ
トを当てる

12月4日 ITUは、スマートシティに関するケーススタディレポート "Pully under the 

microscope"を発行
 ケーススタディ概要：

 スイスのピュリー市に対して、スマートサステイナブルシティに関する
KPI評価を提供
 16の国際機関によるイニシアティブであるUnited for Smart 

Sustainable Cities Initiative (U4SSC)が、ITU Y.4903/L.1603 

"Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities to 

assess the achievement of Sustainable Development Goalsを
基にKPIを策定

 今後の予定：
 ITU-T Study Group 20 Internet of Things and Smart Cities and 

Communitiesが、ケーススタディの結果を活用し、国際標準策定作業
を推進

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //ww

w itu.int/en/

mediacentr

e/Pages/20

19-

PR25 aspx

国際 4-O2 ドローン市
場は新しい
ISO規格で
の離陸を
準備

12月5日 ドローンに関する新規格ISO 21384-3「Unmanned aircraft systems –

Part 3: Operational procedures」が発行
 ISO 21384-3概要：

 無人航空機システム（UAS）に関する初の国際標準として、安全な商
業運営のために国際的に合意された要件を規定

 ISO/TC 20, Aircraft and space vehiclesのSC 16 Unmanned 

aircraft systemsが開発
 米ANSIが当委員会を事務局として主導

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

1.html
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モビリ
ティ

国際 4-O3 スマートシ
ティ議長が
IECの野望
を概説

12月5日 IEC SyC Smart Cities議長は、IECが取り組むスマートシティに関する
標準化作業についてIET Smart Cities Journalに記事を寄稿

 SyC Smart cities概要：
 都市システムの統合、相互運用性、及び有効性を支援する標準開発
の促進を目的に設置された会議体
 IEC委員会及びISO等、他標準化機関との標準作業の調整を主な
任務とし活動

 記事概要：
 スマートシティの定義、標準開発における課題、IECの取組み内容に
ついて解説

 スマートシティに関する標準を3つに分類
 都市が機能するための基本的な標準
 段階的な改善をサポートする新しい標準
 都市全体の変革に焦点を当てた全体像に関する標準

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/201

9/12/smart-

cities-chair-

outlines-

iec-

ambitions/
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モビリ
ティ

国際 4-O4 空の旅は
もっと持続
可能になり
うるか？

12月6日 IECは、航空輸送の持続可能性向上に関する標準策定に取組むため、
複数のIEC技術委員会にて活動が行われていることを紹介

 背景：
 国際民間航空機関（ICAO）は、12月7日を国際民間航空の日として制
定（1994年～）

 当分野における関連委員会：
 IEC/TC 34 Lamps and related equipment

 IEC/TC 97 Electrical installations for lighting and beaconing of 

aerodromes

 IEC/TC 4 Hydraulic turbines

 IEC/TC 82 Solar photovoltaic energy systems

 IEC/TC 88 Wind energy generation systems

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/201

9/12/can-

air-travel-

become-

more-

sustainable

/

2368

【情報収集結果】国際におけるモビリティ分野の標準化動向(3/8)

モビリティ分野関連記事詳細（63/68）

モビリティテーマ別情報詳細

https://blog.iec.ch/2019/12/can-air-travel-become-more-sustainable/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

国際 4-O5 スマートで
持続可能な
都市のため
のグローバ
ルインデック
スに向けて：
オーストリア
で会する
ワーキング
グループ

12月6日 スマートシティに関する国際的なイニシアティブUnited for Smart 

Sustainable Cities Initiative（U4SSC）は、スマートで持続可能な都市
のための指標U4SSC Indexに関する会議を開催予定
（12月13日@ウィーン、オーストリア）

 U4SSC概要：
 持続可能な開発目標11の達成を目的として、16の国連機関が実施す
るイニシアティブ

 スマートで持続可能な都市のためのU4SSC KPIを策定中
 都市計画者がICTが都市の経済的、環境的、社会的側面をどのよ
うに改善したかを評価

 ITU Y.4903/L.1603 "Key Performance Indicators for Smart 

Sustainable Cities to assess the achievement of Sustainable 

Development Goalsを基に策定
 会議概要：

 オーストリアFederal Ministry of Transport, Innovation and 

Technologyが主催、ITU、国連欧州経済委員会（UNECE）及び国連
大学（UNU）が共催

 U4SSC KPIの基礎となるU4SSC Indexのドラフトについて協議予定

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/tow

ards-

global-

index-

smart-

sustainable

-cities-

working-

group-

austria/
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モビリ
ティ

国際 4-O6 世界初の
電気商用航
空機が飛行

12月11日 IECは、IEC/TC 21 Secondary cells and batteries及びIEC/TC 105 

Fuel cell technologiesの取組みを紹介
 IEC/TC21の取組み：

 IEC/TC 21は鉛酸と呼ばれる酸性電解液を使用したバッテリーに焦
点

 Subcommittee 21Aは、NiCadやニッケル金属水素化物などのアルカ
リ電解液を使用したバッテリーの規格を策定

 双方でリチウムイオン電池の研究を共有
 IEC/TC105の取組み：

 燃料電池技術に関する規格を策定
 直近では2つの規格を策定

 IEC 62282-4-102:2017 Fuel cell technologies - Part 4-102: 

Fuel cell power systems for industrial electric trucks -

Performance test methods

 IEC 62282-5-100:2018 Fuel cell technologies - Part 5-100: 

Portable fuel cell power systems - Safety

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/201

9/12/worlds

-first-

electric-

commercial

-aircraft/
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モビリ
ティ

国際 4-O7 新しい国際
規格でレジ
リエントな
都市を構築

12月13日持続可能なコミュニティに係る新規格ISO 37123:2019 「Sustainable 

cities and communities — Indicators for resilient cities」が発行
 ISO 37123:2019策定機関：

 ISO/TC 268 Sustainable cities and communitiesが、国連防災機関
（UNDRR）と協働し、策定
 仏AFNORが当委員会を事務局として主導

 ISO 37123:2019の位置づけ
 都市のレジリエンスに関する測定指標を規定した初の国際規格
 既に発行済の関連規格の内容を補完する形で発行

 ISO 37120:2018 Sustainable cities and communities –

Indicators for city services and quality of life

 ISO 37122:2019 Sustainable cities and communities –

Indicators for smart cities

 ISO 37101, Sustainable development in communities –

Management system for sustainable development –

Requirements with guidance for use

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

4.html

国際 4-O8 インテリジェ
ンス、セキュ
リティ、コス
ト効率性：
業界の経営
者たちは5G
時代の優先
事項を確認

12月19日 ICT業界の経営者らはTelecom Review Leaders’ Summitに合わせて
開催された会議で5GやIoT、自動運転、インテリジェント交通システム
（ITS）、サイバーセキュリティなどに関して意見を交換
 同時に参加者らは国際電気通信連合（ITU）の標準化活動とも密接に関係する

ICT業界の動向に関するコミュニケを発行

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/inte

lligence-

security-

cost-

efficiency-

industry-

executives-

highlight-

priorities/
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モビリ
ティ

国際 4-O9 IoTは、各領
域において
限られたソ
リューション
のみが生き
残る時代に

12月19日Open Connectivity Foundation（OCF）のJohn Park CEOは、IoTに
関し、各領域において限られたソリューションのみが生き残る時機が到来
すると予想

 OCFのPark CEOによるインタビュー発言要旨：
 IoTの相互運用性やオープンソースの重要性を踏まえ、スマートシティ、
スマートファクトリー、スマートホームの各領域において、限られたソ
リューションのみ生き残る時機が到来すると予想

 OCFは、スマートホーム領域において唯一IoT規格を提供しており、
スマートホーム市場成功の重要な足掛かりになると指摘

 Park CEOは、韓国におけるHyundaiやLHとの協業や中国における
各種フォーラムの開催やインプリメンテーションガイドの発行などの
事例にも言及

Profit from IoT
https //iot.el

ectronicsfo

ru.com/con

tent/the-

whos-

who/iot-

will-reach-

where-

limited-

solutions-

survive-in-

each-

vertical/

国際 4-O10 ISO 21434
と自動車
開発プロセ
スの関連

12月20日 ISOとSAE Internationalは、自動車のサイバーセキュリティ規格
ISO/DSAE 21434 「Road vehicles – Cybersecurity engineering」を
策定中

 規格の概要：
 同規格は、サブシステム、部品、通信、ソフトウェアを含む自動車を対
象にしたサイバーセキュリティ要件を規定
 特定の技術は推奨は含まず、設計プロセスの全体及び自動車の
ライフサイクルを通したセキュリティ設計を規定

 潜在的な脅威などを考慮してのセキュリティレベルの設定やモデ
ルベースのセキュリティリスクマネジメントを規定することが特徴

 2019年末もしくは2020年初頭に策定を完了予定

itemis
https //blog

s itemis.co

m/en/relev

ance-of-

iso-21434-

for-the-

automotive

-

developme

nt-process
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モビリ
ティ

国際 4-O11 3月5日：
ジュネーブ
モーター
ショーにお
ける未来の
ネットワーク
カーに関す
るシンポジ
ウム

12月20日ジュネーブモーターショーにおいて未来のネットワークカーに関するシンポ
ジウムを開催予定（2020年3月5日）

 イベント目的：
 自動車業界、ICT業界がコネクテッドカーや自動運転、関連する技術、
ビジネス、規制について探求

 シンポジウム翌日には、国際電気通信連合（ITU）本部において、イン
テリジェント交通システム（ITS）のオープンプラットフォーム
Collaboration on ITS Communication Standards会議が開催予定
（3月6日）

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/202

0-

symposium

-future-

networked-

car-

geneva-

motor-

show/
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資源
循環

欧州 5-E1 新たな規格
策定の要
求：きれいな
海岸のため
の落ちない
ふたや
キャップ

12月2日 ECOS及び他環境保護団体は、欧州のSingle-Use Plastic指令により
使い捨て飲料容器のふたやキャップが落ちないよう設計が要求されること
を踏まえ、十分な強度や安全性を定めた規格策定の必要性を主張
 2024年以降の適用に向け、規格策定のリクエストは既に欧州委員会で起案され
ており、欧州標準化委員会（CEN）はリクエストを受諾するかどうか判断する必要
あり

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/new-

standardis

ation-

request-

tethered-

caps-and-

lids-for-

cleaner-

beaches/

5-E2 循環型経
済：欧州グ
リーンディー
ルの最優先
課題

12月10日 12月11日に欧州委員会が発表予定の欧州グリーンディールにおいて、
循環型経済が最優先課題となる見込み
 上記を受け、標準化のための欧州環境市民組織（ECOS）は、循環型経済実現
のため対応策に言及

 2020年5月に発表予定の循環型経済アクションプランにおいては、単
に廃棄物に着目するだけでなく、よりシステマティックな変容を目指す
必要性あり
 繊維、建設、家具、バッテリーを含む電気製品産業を優先的に取り
扱う持続可能で循環的な製品に関し、政策枠組策定の重要性に
言及

 有害化学物質の排除やバイオ経済と循環型経済の統合、プラスチッ
クの環境影響や利用の提言、廃棄物抑制等への着手の必要性あり

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/circular

-economy-

number-

one-

priority-of-

the-

european-

green-deal/
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資源
循環

欧州 5-E3 プレスリリー
ス：トランス
フォーマティ
ブな循環型
経済でグ
リーンディー
ルを実現

12月11日欧州委員会による欧州グリーンディールの発表を受け、欧州環境市民
組織（ECOS）は環境負荷の高い業界への対策の必要性を表明

 背景：
 12月11日に欧州委員会が欧州グリーンディールを発表し、第二次循
環型経済アクションプランを含む優先措置に言及

 ECOSエグゼクティブディレクターJustin Wilkes発言要旨：
 繊維、建設、家具、電気製品産業といった環境負荷の高い業界に
おける環境に配慮した対策の実行が必要

 製品や素材の循環性の促進と人体に有害な物資の排除へ注力す
べき

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/press-

release-

delivering-

the-green-

deal-with-

a-

transformat

ive-

circular-

economy/
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資源
循環

欧州 5-E4 欧州の規格
は、循環型
経済の実現
に貢献

12月12日CEN/CENELEC共同委員会（CEN-CENELEC JTC 10 ‘Energy-

related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign’）は、
2019年に循環型経済に関する4規格を策定したことを紹介
 2015年に策定された循環型経済アクションプランを踏まえ、2019年に欧州標準
化委員会（CEN）と欧州電気標準化委員会（CENELEC）欧州電気通信標準化機
構（ETSI）は循環型経済に関する4規格を策定

 策定された関連4規格
 EN 45555:2019 ‘General methods for assessing the recyclability 

and recoverability of energy-related products’

 EN 45556:2019 ‘General method for assessing the proportion of 

reused components in energy-related products’

 EN 45558:2019 ‘General method to declare the use of critical raw 

materials in energy-related products’

 EN 45559:2019 ‘Methods for providing information relating to 

material efficiency aspects of energy-related products’

 （参考）EN 45555の概要
 エネルギーに関連する製品の再生利用可能性、修復可能性の評価
に言及

 統一された製品特有の規格策定のための包括的なガイドラインを
含有

CEN-

CENELEC 

Management 

Centre 

(CCMC)

https //ww

w cencenel

ec.eu/New

s/brief Ne

ws/Pages/

EN-2019-

050 aspx
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資源
循環

欧州 5-E5 電気・電子
機器廃棄物
（WEEE）の
適切な取り
扱いのため
のEU全域
の統一規定
に関する業
界共同声明

12月12日欧州委員会が、電気電子廃棄物（WEEE）の取り扱いに関する基準を定
めた実施法の制定を予定していることを受け、Orgalimは他の業界団体
と共に声明を発表

 共同声明の内容：
 欧州委員会がWEEEの取り扱いに関する法令を制定するにあたり、
すべての関係者に広く適用されている既存のCENELEC規格である
EN 50625（Collection, logistics & treatment requirements for 

WEEE）、EN 50614（Requirements for the preparing for re-use of 

waste electrical and electronic equipment）を厳密に取り込むことの
重要性を強調

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/news/join

t-industry-

messages-

eu-wide-

uniform-

conditions-

proper-

quality-

treatment-

weee

5-E6 UN 

Framework 

Classificati

onは、EUに
よりバッテ
リーに使わ
れる材料の
管理と循環
型経済への
シフトを支援

12月17日EU Raw Materials Week 2019のイベントにおいて、EUはUN 

Framework Classification for Resources (UNFC) 、UN Resource 

Management System (UNRMS) の有用性に言及
 EU Raw Materials Week 2019（2019年11月＠ブリュッセル）において、欧州委
員会域内市場・産業・起業・中小企業総局のMilan Grohol氏は、持続可能な資源
利用にとってのUNFC、UNRMSの有用性に言及

 UNFCの概要：
 UNFCは、エネルギー、鉱物及び原材料の分類、管理、報告に関する
国際スキーム

UN Economic 

Commission 

for Europe 

(UNECE)

http //www.

unece.org/i

nfo/media/

news/susta

inable-

energy/201

9/un-

framework-

classificatio

n-helps-eu-

to-manage-

raw-

materials-

for-

batteries-

and-shift-

to-circular-

economy/d

oc.html
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© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E7 サスティナ
ブル金融：
欧州委員会
は、EU横断
的な持続可
能な投資の
ための分類
システム
（タクソノ
ミー）を歓迎

12月18日欧州委員会は、欧州議会及び欧州理事会が合意に達した経済活動の
持続可能性に関する分類システム（EUタクソノミー）を歓迎

 EUタクソノミーの概要：
 環境の側面から持続可能な経済活動を定義、分類
 EU横断的に持続可能な経済活動を定義、分類することで、グリーン
投資を推進

 EUタクソノミーの環境目的：
 気候変動緩和
 気候変動適応
 水・海洋資源の持続可能な利用と保護
 循環型経済への移行
 汚染予防と管理
 生物多様性と生態系の保護と回復

 EUタクソノミーに適合するための4条件：
 6の環境目的のうち一つ以上に実施的に貢献
 他の環境目的に著しい悪影響を与えない
 強固で科学的根拠に基づく技術スクリーニング基準を順守
 最低限の社会、ガバナンス上のセーフガードを順守

 当合意はグリーン投資の一般枠組を規定するもので、持続可能な経済活動の
リストはサスティナブル金融に関する技術専門グループ（TEG）により審査される
予定

European 

Commission

https //ec.e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/i

p 19 6793
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米国 5-U1 ULは、持続
可能な開発
のための
米国経済人
会議（US 

BCSD）と
共同で資材
の再利用を
推進

12月10日ULは第三者認証を通じて持続可能な開発のための米国経済人会議
（US BCSD）と共同で資材の再利用を推進
 ULは第三者認証を通じて持続可能な開発のための米国経済人会議（US 

BCSD）と共同で資材の再利用を推進することで合意
 UL規格の活用などを通じ、US BCSDの廃棄物再利用・取引マーケットMaterial 

Marketにおける第三者認証を拡大し、資材の再利用を促進することを企図

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https //ww

w ul.com/n

ews/ul-

collaborate

s-us-

business-

council-

sustainable

-

developme

nt-enable-

reuse-and-

second-

lives
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資源
循環

中国 5-C1 浄水器の水
効率限界値
と水効率グ
レードに関
する国家規
格の改訂
キックオフ
ミーティング
が開催

12月3日 浄水器の水効率限界値と水効率グレードに関する国家規格の改訂キック
オフミーティングが開催（11月27日＠北京、中国）

 ミーティング内容：
 参加者が、浄水器の水効率限界値と水効率グレードの国家標準改訂
に関して規格の適用範囲や試験方法などについて議論

 また、役割分担と関連タスクのスケジュールを明確化
 参加者：

 山東省製品品質検査研究所、中国検査検疫科学研究センター、
Kohler（China）Investment、Iosmith（China）Environmental Electric、
Beijing Bishuiyuan Technology等から30人以上

 参考：改訂の目的：
 浄水器の水効率に関する基準として、「逆浸透浄水器の水効率の制
限値とレベル」（GB 34914-2017）が発行されていたが、他種類の浄
水器が年々増加してきたため、それらを含める規格が必要となり改訂
を実施

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191203

49081.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(1/5)

資源循環分野関連記事詳細（7/14）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191203_49081.html
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資源
循環

中国 5-C2 ISO水の再
利用に関す
る技術委員
会（ISO / 

TC282）の
第7回全体
会議が
イスラエル
で開催

12月3日 ISO水の再利用に関する技術委員会（ISO / TC282）の第7回総会が開催
（11月18-11月21日＠イスラエル テルアビブ）

 全体会議概要：
 農業用水の再利用、都市用水の再利用、工業用水の再利用、水の再
利用における技術のリスクやパフォーマンス評価などの分野の国際
規格に関して意見交換を実施

 4日間で関連するサブ技術委員会とワーキンググループ計8回の会議
を開催
 中国代表は、埋立て浸出液の処理と再利用、都市再生水の安全
性の評価、水再利用システムの性能評価、および産業廃水に関す
る議論に積極的に参加

 参加者：
 中国、カナダ、フランス、イスラエル、日本、ポルトガル、ボリビア、ス
ウェーデン、シンガポール等10以上の加盟国から約100人

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/gjbzh/gjdt

/201912/t2

0191203 4

9082.html

5-C3 全国グリー
ン製品評価
標準化グ
ループが第
2回グリーン
製品評価国
家規格推進
会議および
第3回グリー
ン製品評価
国家規格策
定会議を
開催

12月10日全国グリーン製品評価標準化グループが第2回グリーン製品評価国家
規格推進会議及び第3回グリーン製品評価国家規格策定会議を開催
（＠北京、中国）

 協議内容：
 規格策定作業の進捗状況、規格の要求内容、規格の策定手順に関
する詳細なレポートを作成

 参加者が、環境影響、消費者への配慮、産業との関連性、製品エリア
の優先度、および製品分類の合理性や規格の実現可能性および緊
急性について議論

 参加者：
 市場監督部門、標準技術管理部門、運輸エネルギー資源環境部門、
食品部門、サービス部門、評価センター等の代表者

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191210

49141.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(2/5)

資源循環分野関連記事詳細（8/14）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/gjbzh/gjdt/201912/t20191203_49082.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191210_49141.html
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資源
循環

中国 5-C4 全国節水標
準化技術委
員会（SAC / 

TC 442）
2019年次総
会および
第2回4次
会合が北京
で開催

12月10日全国節水標準化技術委員会（SAC / TC 442）2019年次総会および第2回

4次会合が開催（12月5-6日＠北京、中国）
 協議内容：

 「水クォータパート1：火力発電」と「ロータリースプリンクラーの節水評
価の技術要件」の改訂案のレビューを実施し、修正案を提案

 参加者：
 国家発展改革委員会環境資源局、水利部節水推進センター、住宅都
市農村建設部、工業情報化部省エネルギー局及び政府部門、大学、
科学研究機関、業界団体、主要企業から30人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191210

49140.html

5-C5 米国規格協
会（ANSI）
代表団が
当研究所を
訪問

12月17日米国規格協会（ANSI）は、CNISを訪問し2020年の協力における作業
計画について協議（12月17日）

 協議内容：
 4つの分野を優先協力分野として規定

 エネルギー管理
 グリーン製品の評価
 統計的手法の適用
 企業信用

 また、高レベルの相互訪問及びトレーニング・セミナー等の参加につ
いても協議

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191217

49162.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(3/5)

資源循環分野関連記事詳細（9/14）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191210_49140.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191217_49162.html
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中国 5-C6 「Carbon 

Capture, 

Utilization 

and 

Storage
（CCUS）標
準化研究」
プロジェクト
受入れ会議
を開催

12月17日CNISは、生態環境部のCarbon Capture, Utilization and Storage
（CCUS）標準化研究プロジェクト会議に参加（12月12日＠北京）

 プロジェクト概要：
 CCUSに関する動向を調査・分析し、関連標準化作業及び政策への
提案を実施
 国際的な温室効果ガス管理の政策と標準の追跡及び分析
 国際的なCCUS技術開発及び技術標準の現状と傾向の調査及び
要約

 CCUS技術開発及びアプリケーション管理標準の実際のニーズの
調査及び分析

 中国のCCUS技術標準化作業と政策勧告強化の提案
 プロジェクトの結果は、中国主導の国際標準ISO 27290の策定にも
活用される予定

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191217

49158.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(4/5)

資源循環分野関連記事詳細（10/14）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191217_49158.html
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資源
循環

中国 5-C7 国家環境保
護産業標準
化技術委員
会の第3回
会議と2019
年の年次会
議が北京で
成功裏に
開催

12月30日国家環境保護産業標準化技術委員会（SAC / TC 275）の第3回会議と

2019年年次会議が北京で成功裏に開催（12月25日）
 会議開催概要：

 国家開発改革委員会環境資源局Zhao Penggao副局長は、2019年
の委員会活動を評価した上で、標準への注目度の向上、規格策定と
改訂の期間短縮、標準の有効性向上に取り組む必要を指摘

 国家市場監督管理総局（SAMR）標準技術管理局Wang Junwei局長
は、環境保護業界の規格制度の国内、国際的な標準化を加速するた
めの作業を提案

 委員会事務局は、2019年の活動を報告した上で2020年の主要な活
動計画について報告

 また総会の後、事務局は新たな国家基準「地方の家庭下水処理施設
の運用効果の評価のための技術的要件」の審査を行い、出席した専
門家により満場一致で採択

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191230

49204.html

2385

【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(5/5)

資源循環分野関連記事詳細（11/14）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191230_49204.html
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インド
ネシア

5-A1 BSNは世界
初のバイオ
ディーゼル
B30の実装
をサポート

12月17日BSNは、バイオディーゼルB30の実装に関するセミナーを開催
（12月11日）

 背景：
 インドネシア政府は、2020年1月よりディーゼル燃料にバイオディーゼ
ルを30％混合した「Ｂ30」の使用を義務化、現在テスト中

 セミナー概要：
 インドネシアエネルギー鉱物資源省新・再生可能エネルギー及び省エ
ネルギー総局地熱局（EBTKE）、インドネシア石油ガス研究開発セン
ター（LEMIGAS）等が参加し、B30に関する研究成果について発表

 BSNは、SNI B30バイオディーゼルの規格開発がB30実装の加速化
をサポートすることを発表

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

794/bsn-

mendukun

g-

implement

asi-

biodiesel-

b30-

pertama-di-

dunia

2386

【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向

資源循環分野関連記事詳細（12/14）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10794/bsn-mendukung-implementasi-biodiesel-b30-pertama-di-dunia
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資源
循環

国際 5-O1 新興技術と
気候変動
対策：オー
ストリアで最
初の会議を
開催する
新しいITU
フォーカス
グループ

12月6日 ITUフォーカスグループ"environmental efficiency for AI and other 

emerging technologies"は、初会議を開催予定
（12月12日@ウィーン、オーストリア）

 フォーカスグループ概要：
 AI、自動化、スマートマニュファクチャリング時代における環境効率に
ついて2年間の協議及び研究を実施、環境効率の観点からITU規格
に反映すべき事項を検討

 ITU-T Study Group 5 Environment and circular economyに研究
結果を報告、標準化作業に反映

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/em

erging-

tech-

climate-

action-itu-

focus-

group-first-

meeting-

austria/

5-O2 温暖化ガス
削減強化
促す
COP25、
義務づけは
見送り

12月15日第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP25）は、義務付けを
見送る形で閉幕（12月15日）

 協議結果：
 温暖化ガス削減目標の引き上げについて、対策の上積みを各国に促
す形で合意
 EUや島しょ国が削減目標の引き上げを促す強い表現を要求する
一方、石炭産業などを保護したい米国やオーストラリア等が反対

 パリ協定の詳細ルールの策定について、決定を1年後のCOP26に
見送り
 先進国が途上国に協力して温暖化ガスを削減した分を自国の目
標達成に充てる仕組みを整える予定だったものの、ブラジルやイン
ド等途上国側が、自国の削減分に使えるような仕組みを要求

日本経済新聞
https //ww

w nikkei.co

m/article/D

GXMZO53

388960V1

1C19A2M

M8000/
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【情報収集結果】国際における資源循環分野の標準化動向(1/2)

資源循環分野関連記事詳細（13/14）

資源循環テーマ別情報詳細

再掲

https://news.itu.int/emerging-tech-climate-action-itu-focus-group-first-meeting-austria/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53388960V11C19A2MM8000/
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国際 5-O3 COP 25で
のISO：
国際規格は
脱炭素の鍵

12月9日 ISOは、COP25のサイドイベントとして “Carbon Neutral Transitions 

and Standards as a ‘Measure, Reduce, Compensate’ Toolkit”を
開催（12月4日@マドリード、スペイン）

 イベント開催者：
 ISO Climate Change Coordination Task Force (ISO TF7) が、

Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA)
及び International Accreditation Forum (IAF)と協働し、主催
 UNFCCC、コスタリカ、西UNEが支援

 イベント実施概要
 カーボンニュートラル達成における国際規格の役割について講演

 ISO 14067やISO 14090等の関連規格についても紹介

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

2.html
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【情報収集結果】国際における資源循環分野の標準化動向(2/2)

資源循環分野関連記事詳細（14/14）

資源循環テーマ別情報詳細

https://www.iso.org/news/ref2462.html
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エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E1 KEPCOと
VDEの協力
活動：DKE

12月3日 国営エネルギー供給事業者である韓国電力公社（KEPCO）の代表団は、
スマートメータリングに関するワークショップのためにドイツ電気技術委員
会（DKE）とパワーグリッドの規制機関FNNを訪問

 背景：
 KEPCOとDKEは、2018年11月未来志向の技術と科学、標準化、
および応用分野におけるより良い交流の強化を目的にLOTを締結

 韓国政府はKEPCOにスマートメーターシステムの構築を委任
 ワークショップ目的：

 両機関の発送電ネットワークの計画や運用、管理、更にはエネル
ギー・デジタルトランスフォーメーション、スマートシティに関する協力
の拡大

 ワークショップにおける検討事項：
 欧州、国際レベルでの規制枠組
 ドイツにおけるエネルギーインフラとその開発
 システム間の通信とセキュリティ

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https //ww

w dke.de/d

e/news/201

9/kooperati

onsaktivita

eten-dke-

kepco
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（1/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/kooperationsaktivitaeten-dke-kepco
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ドイツ 6-E2 LeTID規格 12月3日 DKEは、高温光誘起劣化（LeTID）に関するワークショップを開催予定
（2020年2月17日＠ドイツ ケルン）
 高温で光にさらされると太陽光パネルの性能が大幅に低下する現象（LeTID）に
関する試験規格の開発を行っているLeTID-Normプロジェクトの一環としてワーク
ショップを開催予定

 ワークショップにおける検討事項：
 LeTIDの要因
 LeTIDの測定試験方法と試験機器
 LeTID-Normプロジェクトによる標準化の提案

 プロジェクトで策定中のVDE規格は、国際電気標準会議（IEC）に
おける国際標準化の基礎になる予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https //ww

w dke.de/d

e/themen/e

nergy/letid-

norm

欧州 6-E3 規格を活用
してどの様
に気候変動
適応を進め
るか？：
CENとISO
はCOP25で
イベントを
共催

12月4日 欧州標準化委員会（CEN）と国際標準化機構（ISO）は、COP25において
気候変動への適応と規格に関するイベントを共催予定（12月4日）

 共催イベントテーマ：
 「気候変動適応を進める：規格、計測、フットプリントと主流化」

 共催イベント概要：
 CENとISOは、気候変動適応の測定や気候変動適応における規格の
役割などについて発表
 EN ISO 14090 ‘Adaptation to climate change - Principles, 

requirements and guidelines'に言及予定

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https //ww

w cen.eu/n

ews/brief-

news/Page

s/NEWS-

2019-

038 aspx
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スウェ
ーデン

6-E4 走行中充電
システムの
開発が加速

12月10日スウェーデン標準化機関SISは、気候変動対策と輸送ニーズの両立を
図るため走行中充電システム（Electric Road System: ERS）の開発が
加速化、標準化のニーズも上昇していることに言及
 気候変動対策と輸送ニーズの両立を図るため各国でERSの開発が加速化してお
り、スウェーデンは研究開発をけん引

 スウェーデン規格協会（SIS）は、ERSの開発、規格策定に関与しており、現時点
で4領域における標準化の必要性を特定

1. 車両
2. インフラ
3. インテリジェント交通システム
4. 電気伝送

 参考：国内における政策・標準化の方向性
 開発の加速化、国際標準化のニーズの高まりを受け、スウェーデン政
府はSwedish Elstandard Association (SEK) に対し、欧州電気標準
化委員会（CENELEC）において行われている国際標準化活動に参
加するよう依頼

Swedish 

Standards 

Institute (SIS)

https //ww

w sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/utveckli

ngen-av-

elvagar-

lagger-i-

hogre-

vaxel/
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ドイツ 6-E5 VDA会長：
自動車業界
はパリ協定
にコミットす
るが、企業
は更なる規
制に注意を
払う必要あ
り。代替燃
料に関する
計画は、
正しい
方向性へ

12月11日ドイツ自動車工業会（VDA）会長は、「欧州グリーンディール」に支持を
表明する一方、企業に対し更に厳しいCO2排出規制に備えるよう警告
 VDA会長は、欧州委員会が発表した「欧州グリーンディール」に支持を表明する
一方、より一層厳しいCO2排出規制に備えるよう警告

 加えて、VDA会長は関連インフラをヨーロッパ全体に拡大し、水素や電子燃料な
どの代替燃料を促進する計画に支持を表明

German 

Association of 

the 

Automotive 

Industry (VDA)

https //ww

w.vda.de/d

e/presse/Pr

essemeldu

ngen/2019

1211-

mattes-

european-

green-

deal-darf-

nicht-zum-

hebel-fuer-

noch-

schaerfere-

co2-ziele-

2030-

werden.ht

ml
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© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E6 欧州の規格
は、循環型
経済の実現
に貢献

12月12日CEN/CENELEC共同委員会（CEN-CENELEC JTC 10 ‘Energy-

related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign’）は、
2019年に循環型経済に関する4規格を策定したことを紹介
 2015年に策定された循環型経済アクションプランを踏まえ、2019年に欧州標準
化委員会（CEN）と欧州電気標準化委員会（CENELEC）欧州電気通信標準化機
構（ETSI）は循環型経済に関する4規格を策定

 策定された関連4規格
 EN 45555:2019 ‘General methods for assessing the recyclability 

and recoverability of energy-related products’

 EN 45556:2019 ‘General method for assessing the proportion of 

reused components in energy-related products’

 EN 45558:2019 ‘General method to declare the use of critical raw 

materials in energy-related products’

 EN 45559:2019 ‘Methods for providing information relating to 

material efficiency aspects of energy-related products’

 （参考）EN 45555の概要
 エネルギーに関連する製品の再生利用可能性、修復可能性の評価
に言及

 統一された製品特有の規格策定のための包括的なガイドラインを
含有

CEN-

CENELEC 

Management 

Centre 

(CCMC)

https //ww

w cencenel

ec.eu/New

s/brief Ne

ws/Pages/

EN-2019-

050 aspx
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再掲

https://www.cencenelec.eu/News/brief_News/Pages/EN-2019-050.aspx
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欧州 6-E7 サスティナ
ブル金融：
欧州委員会
は、EU横断
的な持続可
能な投資の
ための分類
システム（タ
クソノミー）
を歓迎

12月18日欧州委員会は、欧州議会及び欧州理事会が合意に達した経済活動の
持続可能性に関する分類システム（EUタクソノミー）を歓迎

 EUタクソノミーの概要：
 環境の側面から持続可能な経済活動を定義、分類
 EU横断的に持続可能な経済活動を定義、分類することで、グリーン
投資を推進

 EUタクソノミーの環境目的：
 気候変動緩和
 気候変動適応
 水・海洋資源の持続可能な利用と保護
 循環型経済への移行
 汚染予防と管理
 生物多様性と生態系の保護と回復

 EUタクソノミーに適合するための4条件：
 6の環境目的のうち一つ以上に実施的に貢献
 他の環境目的に著しい悪影響を与えない
 強固で科学的根拠に基づく技術スクリーニング基準を順守
 最低限の社会、ガバナンス上のセーフガードを順守

 当合意はグリーン投資の一般枠組を規定するもので、持続可能な経済活動の
リストはサスティナブル金融に関する技術専門グループ（TEG）により審査される
予定

European 

Commission

https //ec.e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/i

p 19 6793
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米国 6-U1 SAE 

Internation

alは、電気
自動車の充
電ステー
ションとネッ
トワークの
セキュリティ
強化のため
業界の専門
家を招集

12月5日 SAEは、電気自動車の充電システムのセキュリティ強化のため、業界
主導型の基礎研究を発足させる計画を発表
 SAEは、ISO 15118、CHAdeMO 2.0 protocols等の関連規格のより安全な実装
を主導するため、電気自動車の充電システムのセキュリティ強化のための業界主
導型基礎研究を発足する計画を発表

 計画の概要：
 より高度な充電能力とセキュリティ、プライバシーを確保する、電気自
動車と充電ステーション・ネットワーク間の双方向型認証手法の策定
を予定
 業界や関連するエコシステムのステークホルダーと共同で、世界
共通の電気自動車充電業界用公開鍵インフラ（PKI）を作成、推進

 SAEは、中立の立場で研究をリードする意向

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https //ww

w sae.org/

news/press

-

room/2019/

12/sae-

internation

al-brings-

together-

industry-

experts-to-

strengthen-

ev-

charging-

station-

and-

network-

security

6-U2 トランプ政権
下の環境保
護庁は、ト
ウモロコシ
業界のロビ
イストが反
対する2020
年のバイオ
燃料の規則
を制定

12月20日トランプ政権は、トウモロコシ業界の意向に反する形で2020年のバイオ
燃料の割合に関する基準を最終化

 背景：
 U.S. Renewable Fuel Standard (RFS) の下で、米国環境保護庁は
輸送量燃料におけるトウモロコシや大豆由来のバイオ燃料の使用量
基準を設定

 トウモロコシ業界や生産地域の議員らは、2019年と比較してバイオ燃
料の使用量を高めるように要求

 決定の内容：
 トランプ政権は、2020年のバイオ燃料の使用量を2019年と横ばいに
することを決定

 さらに、経済的に厳しい小規模石油精製施設への例外措置を4倍に
することも決定

Reuters
https //uk.r

euters.com

/article/us-

usa-

biofuels-

idUKKBN1

YN20M
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https://uk.reuters.com/article/us-usa-biofuels-idUKKBN1YN20M
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米国 6-U3 ANSIと
USAIDの官
民連携活動
である
Standard 

Allianceは、
家庭の調理
や移動用の
バイオ燃料
の基準に
関するワー
クショップを
開催

12月23日米国規格協会（ANSI）と米国国際開発庁（USAID）の官民連携活動で
あるStandard Allianceは、家庭の調理や交通用のバイオ燃料の規格に
関するワークショップを開催（11月14日@モザンビーク）

 ワークショップ概要：
 Standard Allianceが、Garner Advisors、Mozambican National 

Institute for Standardization and Quality (INNOQ)と協力し開催
 モザンビークにおける質の高いバイオ燃料普及を目的に開催
 バイオ燃料税や分類に関する講義を実施し、特に、ASTM 

Internationalの関連規格について解説
 ASTM D4806：Standard Specification for Denatured Fuel 

Ethanol for Blending with Gasolines for Use as Automotive 

Spark-Ignition Engine Fuel

 ASTM D4814：Standard Specification for Automotive Spark-

Ignition Engine Fuel

 ASTM D579：Standard Specification for Greige Woven Glass 

Fabrics

 Standards Alliance概要：
 USAIDが発表した貿易の技術的障害に関する協定（WHO/TBT協
定）に関連する途上国の能力開発のためのファンディング制度
（2012年）

 WHO/TBT協定の理解促進や優良事例の実践、規格の採用や適用、
技術規制の透明性の改善、民間セクターの規格策定への参画が
主要な目的

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=f1

9abc83-

b0cc-4d96-

8017-

0e5c2e40a

fbe
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米国 6-U4 Transportat

ion and 

Climate 

Initiativeは、
キャップ＆イ
ンベストメン
トに関する
MoU草案を
発表し、
パブリックコ
メントを要求

12月23日米国の東部12州からなるTransportation and Climate Initiative (TCI) 
は、CO2排出の多い燃料のキャップ＆インベストメントプログラムに
関するMoU草案を発表し、パブリックコメントを要求
 プログラムの詳細は未合意のため、パブリックコメントを踏まえて最終的なMoUを
締結予定

 プログラムの概要：
 全ての交通用のガソリン及びディーゼル燃料が対象
 CO2の排出量に相当する利用枠の割り当てと取引、取引による収入
を用いた投資を実施

 TCIの概要：
 交通部門からのCO2排出を削減するために設立（2012年）
 コロンビア特別区を含む米国東部の12州より構成

The National 

Law Review

https //ww

w natlawre

view com/a

rticle/trans

portation-

and-

climate-

initiative-

issues-

draft-cap-

and-

investment

-mou-

seeks
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中国 6-C1 ISO / TC22 

/ SC37 / 

WG3充電
式エネル
ギー貯蔵装
置に関する
ワーキング
グループ会
議がドイツ
のベルリン
で開催

12月2日 ISO / TC22 / SC37 / WG3充電式エネルギー貯蔵装置に関するワーキ
ンググループ会議が開催（11月25-27日＠ドイツ ベルリン）

 協議内容：
 ISO 6469-1 AMDについて、ワーキンググループドラフト（WD）フレー
ムワーク、熱バッテリー暴走のトリガーメソッド、熱拡散ハザード分析、
リスク評価について議論

 3つのパワーバッテリーの熱暴走のトリガー方式の提案（「外部加熱」、
「自己トリガー」及び「針トリガー」方式）については、「外部加熱」トリ
ガー方式はテストスキームとしてワーキンググループ（WD）ドラフトに
取り込まれることになり、その他2つの方式については内容を補足・
改善予定

 ISO/PAS 16898（Electrically propelled road vehicles —

Dimensions and designation of secondary lithium-ion cells）の
改訂提案と計画が紹介

 参加者：
 カナダ、日本、ドイツ、韓国、スウェーデンの代表30人

全国自動車
標準化技術
委員会
（SAC/TC114）

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1652.ht

ml

2399
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http://www.catarc.org.cn/work/detail/1652.html
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中国 6-C2 「ルームエ
アコンのエ
ネルギー効
率表示に関
する実施規
則」（改訂）
の検討会議
が北京で
開催

12月3日 「ルームエアコンのエネルギー効率表示に関する実施規則」
（GB 12021.3-2010  CEL 002-2016）（改訂）のレビューが完了
（＠北京、中国）

 改訂の背景：
 国家の省エネルギー政策と規制・基準に対応する必要性の高まり

 協議内容：
 参加者が、ルームエアコンのエネルギー効率表示の実施規則のドラ
フトについて議論、満場一致で内容に同意し、レビューが完了

 参加者：
 関係当局、製品産業機関、企業から37人

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191203

49079.html

6-C3 「スマートガ
スメーター
に適用され
るIoTの一
般要件」
規格策定
キックオフ
ミーティング
開催の
ご案内

12月5日 国家規格「スマートガスメーターに適用されるIoTの一般要件」
（計画番号：20193197 -T-469）の規格策定キックオフミーティングを開催
（12月18日＠中国 北京）

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5860 h

tml
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中国 6-C4 家電及び軽
工業標準技
術産業研究
院が作成し
た2つの
団体規格の
レビューが
完了

12月6日 「スマートソケットおよび類似機能の電気製品のインテリジェント評価の
ための技術仕様」及び「スマートスイッチおよび類似機能の電気製品の
インテリジェント評価のための技術仕様」規格レビュー会議が開催
（12月6日＠中国 北京）

 規格概要：
 スマートソケット、スマートスイッチ、及び類似機能の電化製品のイン
テリジェンスレベルの評価指標と評価ルール、および評価方法を規定
 規格策定作業において、家電及び軽工業標準技術産業研究院の

Yu Ling、Hu Yaxin、Sun Ruiが国内の開発状況、規格策定の目
的と重要性、作業プロファイル、機能分析、規格フレーム構造の策
定、データ検証等、スマートソケットとスマートスイッチに関する研
究を実施

 レビューチームの構成：
 家電標準化委員会、国家スマートホームモニタリング・適合性評価・
認証研究所、製品品質検査などの関連部門の専門家

 ドラフト作成チームの構成：
 家電及び軽工業標準技術産業研究院、Zhongjiayuan（Beijing）

Testing and Certification等
 協議内容：

 レビューグループが、基準の規定を検討し、用語定義、試験手順、
規定の正確性、および説明の準備に関する意見と提案を提供し、規
格内容が合理的であり、記述形式が要件を満たしていることに同意

 ドラフト作成グループが専門家から提供された意見や提案に従って
規格を修正し、中国標準化協会に提出

家電及び軽工
業標準技術
産業研究院
（SAC/TC46）

http //www.

cheari.ac.c

n/index.ph

p/Show/cid

/14/aid/858
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（12/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cheari.ac.cn/index.php/Show/cid/14/aid/858
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中国 6-C5 全国グリー
ン製品評価
標準化グ
ループが第
2回グリーン
製品評価国
家規格推進
会議および
第3回グリー
ン製品評価
国家規格
策定会議を
開催

12月10日全国グリーン製品評価標準化グループが第2回グリーン製品評価国家
規格推進会議及び第3回グリーン製品評価国家規格策定会議を開催
（＠北京、中国）

 協議内容：
 規格策定作業の進捗状況、規格の要求内容、規格の策定手順に関
する詳細なレポートを作成

 参加者が、環境影響、消費者への配慮、産業との関連性、製品エリア
の優先度、および製品分類の合理性や規格の実現可能性および緊
急性について議論

 参加者：
 市場監督部門、標準技術管理部門、運輸エネルギー資源環境部門、
食品部門、サービス部門、評価センター等の代表者

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191210

49141.html

6-C6 全国節水標
準化技術委
員会（SAC / 

TC 442）
2019年次
総会および
第2回4次会
合が北京で
開催

12月10日全国節水標準化技術委員会（SAC / TC 442）2019年次総会および第2回
4次会合が開催（12月5-6日＠北京、中国）

 協議内容：
 「水クォータパート1：火力発電」と「ロータリースプリンクラーの節水評
価の技術要件」の改訂案のレビューを実施し、修正案を提案

 参加者：
 国家発展改革委員会環境資源局、水利部節水推進センター、住宅都
市農村建設部、工業情報化部省エネルギー局及び政府部門、大学、
科学研究機関、業界団体、主要企業から30人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191210

49140.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（13/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191210_49141.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191210_49140.html
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中国 6-C7 「産業およ
び類似用途
の除湿機」
の規格策定
会議が北京
で開催

12月13日中国標準化協会電気電子部門が「産業用および類似用途の除湿機」
に関する規格策定会議を開催（12月9日＠北京、中国）

 背景：
 現在のGB / T 19411-2003「除湿機」は、製品の機能と性能の変化に
より時代遅れとなっていることから産業及び類似用途の除湿機を対象
とした規格の開発が必要

 協議内容：
 参加者に規格の準備背景及び規格のドラフト内容が紹介され、その
後、参加者が規格の内容について議論、修正案を提案

 参加者：
 家電及び軽工業標準技術産業研究院、Zhongjiayuan (Beijing) 

Testing and Certification、Zhejiang Oulun Electric、西安交通大学、
Ningbo Deye Daily Electric Technology, Guangzhou Baiao 

Electric、Zhejiang Zhengli Bioenergy Technology、Hangzhou 

Matsui Electric等

中国標準化
協会（CAS）

http //www.

china-

cas.org/zxd

txhxw/1940

jhtml
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（14/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1940.jhtml
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中国 6-C8 「スマートテ
レビのイン
テリジェント
評価のため
の技術仕
様」に関す
る規格策定
会議が北京
で開催

12月13日中国標準化協会電気電子部門が「スマートテレビのインテリジェント評価
のための技術仕様」に関する規格策定会議を開催
（12月12日＠北京、中国）

 規格概要：
 本規格は、インテリジェント機能評価として、ソフトウェアの機能安全、
および情報技術セキュリティの用語を定義し、各インテリジェント機能
について、定量的評価指標、定性・定量的評価方法を規定

 なお、別途提案されている「スマートTVスマートレベルの評価のため
の技術仕様」規格は機能・パフォーマンスに関する「安全、信頼性、健
康、省エネ、使いやすさ」を指標として規定

 協議内容：
 参加者に規格ドラフトの主要な内容が紹介され、その後、参加者が議
論を行い、内容改善のための修正を実施

 参加者：
 家電及び軽工業標準技術産業研究院、Zhongjiayuan (Beijing) 

Testing and Certification、Qingdao Haier Multimedia、Qingdao 

Hisense Electric、Shenzhen Skyworth-RGB Electronics、Lenovo、
Beijing Xiaomi Electronic Products等

中国標準化
協会（CAS）

http //www.

china-

cas.org/zxd

txhxw/1941

jhtml
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（15/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1941.jhtml
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中国 6-C9 2019年の産
業技術基本
公共サービ
スプラット
フォームプ
ロジェクト
「IoT標準検
証及びテス
ト公共サー
ビスプラット
フォームの
構築」キック
オフミーティ
ング

12月16日CESIは、IoT標準検証及びテスト公共サービスプラットフォーム構築
プロジェクトのキックオフミーティングを開催（12月11日＠北京）

 プロジェクト目的：
 IoT標準検証と標準コンプライアンステストのための公共サービスプ
ラットフォームを構築

 協議内容：
 プロジェクト運営における4要件を明示

 プロジェクトリーダーユニットは、全体的な計画を行い、組織を先導
し、要件を厳密に遵守すること

 IoT業界の新しい道を模索し、プラットフォームの構築を通じて地域
の公共サービス機能を拡大すること

 プロジェクト資金管理をきちんと行い、要件に厳密に従うこと
 専門家のレビューを実施すること

 プロジェクト評価指標、実装計画、管理メカニズム、資金調達の実装
要件の詳細について協議

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5892 h

tml
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(7/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（16/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

http://www.cesi.cn/201912/5892.html
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中国 6-C10 ISO 14644-

16:2019 

Cleanroom

s and 

associated 

controlled 

environmen

ts — Part 

16: Energy 

efficiency in 

cleanrooms 

and 

separative 

devicesが
正式に発行

12月16日中国標準化協会（CAS）は、クリーンルームに関する規格「ISO 14644-

16:2019 Cleanrooms and associated controlled environments —

Part 16: Energy efficiency in cleanrooms and separative 

devices」（2019年5月24日発行）について紹介
 ISO 14644-16:2019概要：

 新規及び既存のクリーンルーム、クリーンエリア、隔離施設における
エネルギー使用の最適化及びエネルギー効率の維持に関するガイダ
ンスと推奨事項を規定

 ISO/TC 209 Cleanrooms and associated controlled environments
が策定を主導

中国標準化
協会（CAS）

http //www.

china-

cas.org/zxd

txhxw/1944

jhtml

6-C11 エネルギー
システムの
エクセル
ギー解析の
ための技術
ガイドライン
に関する国
家標準意見
募集に関す
るお知らせ

12月17日CNISは、国家規格「エネルギーシステム及び分析の技術ガイドライン」
ドラフトに関する意見を募集（～2020年1月22日）

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/bzyj

zq/gbyjzq/2

01912/t201

91217 491

60.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(8/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（17/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1944.jhtml
https://www.cnis.ac.cn/bydt/bzyjzq/gbyjzq/201912/t20191217_49160.html
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中国 6-C12 「Carbon 

Capture, 

Utilization 

and 

Storage
（CCUS）
標準化研
究」プロジェ
クト受入れ
会議を開催

12月17日CNISは、生態環境部のCarbon Capture, Utilization and Storage
（CCUS）標準化研究プロジェクト会議に参加（12月12日＠北京）

 プロジェクト概要：
 CCUSに関する動向を調査・分析し、関連標準化作業及び政策への
提案を実施
 国際的な温室効果ガス管理の政策と標準の追跡及び分析
 国際的なCCUS技術開発及び技術標準の現状と傾向の調査及び
要約

 CCUS技術開発及びアプリケーション管理標準の実際のニーズの
調査及び分析

 中国のCCUS技術標準化作業と政策勧告強化の提案
 プロジェクトの結果は、中国主導の国際標準ISO 27290の策定にも
活用される予定

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191217

49158.html

6-C13 米国規格協
会（ANSI）
代表団が
当研究所を
訪問

12月17日米国規格協会（ANSI）は、CNISを訪問し2020年の協力における作業
計画について協議（12月17日）

 協議内容：
 4つの分野を優先協力分野として規定

 エネルギー管理
 グリーン製品の評価
 統計的手法の適用
 企業信用

 また、高レベルの相互訪問及びトレーニング・セミナー等の参加につ
いても協議

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191217

49162.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(9/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（18/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191217_49158.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191217_49162.html
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中国 6-C14 「スマートガ
スメーターア
プリケーショ
ン用のIoTシ
ステム」の
国家規格
キックオフ
会議

12月20日CESIらが国家規格「スマートガスメーターアプリケーションのIoT一般要
件」（計画番号：20193197-T-469）策定のキックオフ会議を開催（12月18
日＠北京）

 「スマートガスメーターアプリケーションのIoT一般要件」概要：
 中国電子技術標準化研究院（CESI）が後援、China City Gas 

Associationが共同編集
 スマートガスメーターの分野におけるIoT適用に関する初の国家規格

 会議概要：
 ガス会社、研究機関、携帯電話会社、機器メーカーを含む48社から

70人以上の代表者が会議に参加
 規格のドラフトに関し、詳細なスケジュールを決定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5946 h

tml

6-C15 当研究所が
主導する契
約エネル
ギー管理
サービスの
評価のため
の技術ガイ
ドラインを
含む2つの
国家基準が
レビューに
合格

12月24日国家規格「契約エネルギー管理サービスの評価のための技術ガイドライ
ン」及び「エネルギー節約量の事前評価方法」が、専門家レビューを通過
（12月20日）

 「契約エネルギー管理サービスの評価のための技術ガイドライン」概要：
 CNISが開発
 省エネサービス会社の契約エネルギー管理サービス評価の包括的な
インデックスシステムと評価方法を確立

 「エネルギー節約量の事前評価方法」概要：
 CNISが、国際規格ISO 50046に基づき策定
 省エネ対策の実施前に省エネを計算する一般的な方法を指定し、
中国の省エネ評価の標準システムを改善

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191224

49178.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(10/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（19/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5946.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191224_49178.html
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中国 6-C16 中国電子技
術標準化
研究院は、
中国ブロッ
クチェーン
技術・産業
開発フォー
ラムの第4
回ブロック
チェーン
開発会議を
開催

12月27日中国電子技術標準化研究院（CESI）は、中国ブロックチェーン技術・産業
開発フォーラムの第4回ブロックチェーン開発会議を開催（12月26日）

 会議開催概要：
 CESIのZhao Bo院長が、国内外の動向把握や規格策定の加速や
積極的な関与、オープンソースコミュニティの重要性に言及

 中国工業情報化部情報化・ソフトウェアサービス局のDong Dajian
副局長がブロックチェーン技術と産業の発展のための4つの措置を講
ずる必要性に言及
 計画、設計とセキュリティの強化
 技術研究の強化とトップレベルのインフラ構築
 標準化システムの完成とオープンソースコミュニティの構築
 インキュベーションの推進とアプリの実用推進

 北京京东振世信息技术有限公司、众安信息技术服务有限公司、
深圳华大基因科技有限公司は、関連する3団体規格を発表
 「ブロックチェーンロジスティクス追跡サービスアプリケーションガイ
ドライン」

 「ブロックチェーンオブジェクト通信プロトコル」
 「ブロックチェーンによる遺伝データサービスアプリケーションガイ
ドライン」

 その他、参加者はブロックチェーン技術や産業開発について議論

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5969 h

tml
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中国 6-C17 国家環境保
護産業標準
化技術委員
会の第3回
会議と2019
年の年次会
議が北京
で成功裏に
開催

12月30日国家環境保護産業標準化技術委員会（SAC / TC 275）の第3回会議と

2019年年次会議が北京で成功裏に開催（12月25日）
 会議開催概要：

 国家開発改革委員会環境資源局Zhao Penggao副局長は、2019年
の委員会活動を評価した上で、標準への注目度の向上、規格策定と
改訂の期間短縮、標準の有効性向上に取り組む必要を指摘

 国家市場監督管理総局（SAMR）標準技術管理局Wang Junwei局長
は、環境保護業界の規格制度の国内、国際的な標準化を加速するた
めの作業を提案

 委員会事務局は、2019年の活動を報告した上で2020年の主要な活
動計画について報告

 また総会の後、事務局は新たな国家基準「地方の家庭下水処理施設
の運用効果の評価のための技術的要件」の審査を行い、出席した専
門家により満場一致で採択

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191230

49204.html

6-C18 2019年「品
質の光」
年次品質セ
レモニーが
北京で開催

12月30日品質に関する啓発活動である「品質の光」の2019年年次品質セレモニー
が開催され、革新的な規格について紹介（12日28日＠北京）

 イベント概要：
 中国標準化研究院（CNIS）の資源環境研究所が発行したGB 34914
「逆浸透浄水器の水効率限界値と水効率等級の国家規格」が革新的
な規格を獲得

 （参考）GB 34914の概要：
 逆浸透浄水器の電気の安全性、エネルギーの節約、環境保護、健康
と安全性、パフォーマンスなどに関する国家規格

 2018年11月1日より施行

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191230

49203.html

2410

【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(12/15)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（21/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191230_49204.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191230_49203.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

中国 6-C19 国家エネル
ギー基礎・
管理標準化
技術委員会
（SAC / TC 

20）が2019
年年次総会
を開催

12月31日国家エネルギー基礎・管理標準化技術委員会（SAC / TC 20）が2019年
年次総会を開催し、2019年活動と2020年活動計画について共有
（12月29日）

 会議開催概要：
 国家エネルギー標準化委員会のLin Yi事務局長及び小委員会の代
表が、2019年の活動報告と2020年の活動計画について発表

 国家市場監督管理総局（SAMR）標準技術管理局Wang Junwei局長
は、国家エネルギー標準化委員会が省エネ標準制度の構築や標準
合理化などの改革、「一帯一路」構想の推進などに引き続き役割を果
たすことに期待を表明

 国家エネルギー標準化委員会Wang Shancheng委員長が、2020年
における重点活動を提案
 省エネ標準制度の構築や運用
 規格策定プロセスの強化
 規格の質の向上
 規格普及に関するトレーニングや監督
 国際協力メカニズムを活用した省エネ標準化の推進
 専門家の参加拡大
 技術委員会の管理改善

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191231

49206.html
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中国 6-C20 中国工業情
報化部リチ
ウムイオン
電池安全規
格特別ワー
キンググ
ループが
2019年次
会議を開催

12月31日中国工業情報化部リチウムイオン電池安全標準特別ワーキンググループ
が2019年次会議及び規格検討会を開催（12月18日～19日）

 会議開催概要：
 リチウムイオン電池に関連する新たな規格の策定を開始した他、5つ
の規格について議論

 （参考）新たに策定する規格：
 リチウムイオン電池用ローラープレス

 （参考）議論対象の規格：
 20173803-T-339：リチウムイオン電池および電池の安全な使用ガイ
ド

 20184222-T-339：リチウムイオン電池のエネルギー変換効率の要件
と測定方法

 20162478-T-339：電気自動車用リチウムイオン電池パート1：性能
試験

 20162476-T-339：電気自動車用リチウムイオン電池パート2：信頼性
と濫用試験

 2018-1360T-SJ：サービスロボット用のリチウムイオンバッテリー
およびバッテリーパックの一般仕様

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5955 h

tml

6-C21 国家規格
「リチウムイ
オン電池の
エネルギー
変換効率の
要件と測定
方法」が
審査に合格

12月31日中国電子技術標準化研究院（CESI）は、国家規格「リチウムイオン電池の
エネルギー変換効率の要件と測定方法」を審査、承認手続きのため回付
（12月20日）

 規格の概要：
 国家規格「リチウムイオン電池のエネルギー変換効率の要件と測定
方法」（計画番号：20184222-T-339）として、リチウムイオン電池と
電池パックの変換効率の要件と測定方法を規定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5961 h

tml
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中国 6-C22 第2回公的
機関のエネ
ルギー消費
割当基準の
編集及び
交換セミ
ナーを開催

12月24日CNISは、第2回公的機関のエネルギー消費割当基準の編集および交換
セミナーを開催（12月9～20日）

 会議概要：
 各地域の代表者が公的機関のエネルギー消費割当基準の進捗状況
及び課題を報告

 専門家は、各地域の課題に対するアドバイスを実施
 今後の予定：

 CNISは、「公共機関のエネルギー消費量割当の進捗状況に関する報
告書」を作成予定

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191224

49177.html
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インド
ネシア

6-A1 ASEAN規
格および品
質に関する
諮問委員会
（ACCSQ）
は、航空及
びEコマース
に注目

12月5日 第52回ASEAN 標準化・品質管理諮問評議会（ACCSQ）が開催
（11月25-28日@ミャンマー ヤンゴン）

 委員会開催概要：
 インドネシアの代表代理Zakiyah氏が、EUからのASEAN地域統合支
援（ARISEPlus）の枠組みにおける欧州連合との協力の最新情報を
説明

 委員会内においては航空機からの二酸化炭素の放出によって引き起
こされる温室効果ガスの影響を減らすことを目的としたイニシアチブで
ある国際航空のためのカーボンオフセットおよび削減スキーム
（CORSIA）の運用が開始されることにも言及
 本イニシアチブに対するACCSQワーキンググループ 2： 適合性評
価の関与に対する支持も表明

 委員会はEコマースの動向も懸念事項として扱い、Lazada, 

Tokopedia dan Bukalapak等の本分野のユニコーンに注目

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

760/penerb

angan-

dan-digital-

trade-

menjadi-

fokus-

asean-

consultativ

e-

committee-

on-

standard-

and-

quality-

accsq
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ベトナ
ム

6-A2 「LED照明
製品に関す
る国の技術
規制」発行
のお知らせ

12月10日科学技術省が「LED照明製品に関する国家技術規制」を発行
（9月25日発表、12月31日発効予定）

ベトナム規格・
計量・品質総局
（STAMEQ）

https //tcvn.

gov.vn/201

9/12/thong-

tu-ban-

hanh-quy-

chuan-ky-

thuat-quoc-

gia-ve-san-

pham-

chieu-

sang-bang-

cong-nghe-

led/

シンガ
ポール

6-A3 2020年12
月1日より、
産業用冷水
システムに
対する最低
エネルギー
効率基準が
適用

12月26日シンガポール環境庁（NEA）は、2020年12月1日以降の新産業施設が
遵守すべき、冷水システムの最低エネルギー効率基準（MEES）を発表

 背景：
 エネルギー保全法（ECA）の下で規制されるエネルギー集約型の産業
施設が手出するデータにより、処理や空間の冷却のための冷水シス
テムは消費電力の約16％を占め、業界において二番目に消費電力
の高いシステムとなっていること、これらのシステムの70％以上が最
適以下の効率性能で動作し、冷水システムで消費される電力の90％
以上を占めることが判明

 適用対象：
 2020年12月1日以降に計画が承認される新しい産業施設

 なお、エネルギー保全法（ECA）の下で規制される既存のエネル
ギー集約型の産業施設は2025年12月1日までに、その他の産業
施設は2029年12月1日までに上記の新たな基準を遵守する必要
あり

 基準適用による効果：
 新たな基準により、産業施設において少なくとも年間245ギガワット
アワーのエネルギーを削減される見込み

The Straits 

Times

https //ww

w straitstim

es.com/sin

gapore/min

imum-

energy-

efficient-

standards-

for-

industrial-

chilled-

water-

systems-

to-kick-in-

dec-1

2415

【情報収集結果】ASEANにおけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/2)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（26/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

https://tcvn.gov.vn/2019/12/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-san-pham-chieu-sang-bang-cong-nghe-led/
https://www.straitstimes.com/singapore/minimum-energy-efficient-standards-for-industrial-chilled-water-systems-to-kick-in-dec-1


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O1 新興技術と
気候変動
対策：オー
ストリアで
最初の会議
を開催する
新しいITU
フォーカス
グループ

12月6日 ITUフォーカスグループ"environmental efficiency for AI and other 

emerging technologies"は、初会議を開催予定（12月12日 @ウィーン、
オーストリア）

 フォーカスグループ概要：
 AI、自動化、スマートマニュファクチャリング時代における環境効率に
ついて2年間の協議及び研究を実施、環境効率の観点からITU規格
に反映すべき事項を検討

 ITU-T Study Group 5 Environment and circular economyに研究結
果を報告、標準化作業に反映

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //new

s itu int/em

erging-

tech-

climate-

action-itu-

focus-

group-first-

meeting-

austria/

6-O2 世界初の
電気商用
航空機が
飛行

12月11日 IECは、IEC/TC 21 Secondary cells and batteries及びIEC/TC 105 

Fuel cell technologiesの取組みを紹介
 IEC/TC21の取組み：

 IEC/TC 21は鉛酸と呼ばれる酸性電解液を使用したバッテリーに焦
点

 Subcommittee 21Aは、NiCadやニッケル金属水素化物などのアルカ
リ電解液を使用したバッテリーの規格を策定

 双方でリチウムイオン電池の研究を共有
 IEC/TC105の取組み：

 燃料電池技術に関する規格を策定
 直近では2つの規格を策定

 IEC 62282-4-102:2017 Fuel cell technologies - Part 4-102: 

Fuel cell power systems for industrial electric trucks -

Performance test methods

 IEC 62282-5-100:2018 Fuel cell technologies - Part 5-100: 

Portable fuel cell power systems - Safety

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/201

9/12/worlds

-first-

electric-

commercial

-aircraft/
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国際 6-O3 サーバーの
エネルギー
効率を測定
する新しい
規格

12月12日 ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability for and by Information 

Technologyは、新規規格ISO/IEC 21836 「Information technology 

— Data centres — Server energy effectiveness metric」を策定中で
あることを紹介

 ISO/IEC 21836概要：
 データサーバーのエネルギー効率と持続可能性の測定及び比較が可
能な新しい基準を規定

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/201

9/12/new-

standard-

to-

measure-

energy-

efficiency-

of-servers/

6-O4 温暖化ガス
削減強化促
す COP25、
義務づけは
見送り

12月15日第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP25）は、義務付けを
見送る形で閉幕（12月15日）

 協議結果：
 温暖化ガス削減目標の引き上げについて、対策の上積みを各国に
促す形で合意
 EUや島しょ国が削減目標の引き上げを促す強い表現を要求する
一方、石炭産業などを保護したい米国やオーストラリア等が反対

 パリ協定の詳細ルールの策定について、決定を1年後のCOP26に
見送り
 先進国が途上国に協力して温暖化ガスを削減した分を自国の目
標達成に充てる仕組みを整える予定だったものの、ブラジルやイン
ド等途上国側が、自国の削減分に使えるような仕組みを要求

日本経済新聞
https //ww

w nikkei.co

m/article/D

GXMZO53

388960V1

1C19A2M

M8000/
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【情報収集結果】国際におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/3)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（28/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://blog.iec.ch/2019/12/new-standard-to-measure-energy-efficiency-of-servers/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53388960V11C19A2MM8000/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O5 IECREは、
2つの新た
な太陽光
発電の認証
を発行

12月17日国際電気標準会議（IEC）再生可能エネルギー認証システム (IECRE) は、
太陽光発電の設計と試運転に関する2つの認証を中国の発電所に発行

 認証内容：
 設計に関する認証：発電所の開発段階において発電所の計画と設計
に関するデューデリジェンスを実施

 試運転に関する認証：発電所の実運転前において設計通りに建設さ
れていることを証明

 （参考）IECRE設立の背景：
 太陽光発電を含む再エネの普及を受け、再エネの発電設備に関する
リスク低減、コスト削減、マーケットアクセスの向上のため第三者認証
制度IECREを設立（2014年）

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/201

9/12/iecre-

issues-two-

new-solar-

pv-

certificates/

6-O6 COP 25で
のISO：
国際規格は
脱炭素の鍵

12月9日 ISOは、COP25のサイドイベントとして “Carbon Neutral Transitions 

and Standards as a ‘Measure, Reduce, Compensate’ Toolkit”を
開催（12月4日@マドリード、スペイン）

 イベント開催者：
 ISO Climate Change Coordination Task Force (ISO TF7) が、

Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA)
及び International Accreditation Forum (IAF)と協働し、主催
 UNFCCC、コスタリカ、西UNEが支援

 イベント実施概要
 カーボンニュートラル達成における国際規格の役割について講演

 ISO 14067やISO 14090等の関連規格についても紹介

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

2.html
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細（29/29）

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

再掲

https://blog.iec.ch/2019/12/iecre-issues-two-new-solar-pv-certificates/
https://www.iso.org/news/ref2462.html
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テーマ別情報一覧

12月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（1/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E1 EUの運輸・
通信・エネ
ルギー理事
会：E-プライ
バシー規則
案提出？

12月3日 EU運輸・通信・エネルギー理事会において、EU域内市場・サービス担当
は欧州委員会がE-プライバシー規則の修正案を提出する意向であること
を表明

 背景：
 これまで、Eプライバシー規制に関しては、数度合意が得られず議論
がとん挫

 チェコ、ポルトガル、オーストリア、フランスが規制の修正要求を提示
 理事会会合の概要：

 EU域内市場・サービス担当（EU Commissioner of Internal Market 

and Services）は、これまでの議論の上に修正案を作成することを表
明

 欧州委員会は、E-プライバシー規則の喫緊性を踏まえ、各国の意向
を反映した修正案を2020年前半に提出することを検討

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/teleco

mmunicatio

ns-council-

will-there-

be-a-new-

eprivacy-

proposal/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/telecommunications-council-will-there-be-a-new-eprivacy-proposal/
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（2/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E2 フィナンシャ
ルイノベー
ションを妨げ
る規制への
対策に関す
る提言

12月17日欧州委員会下フィナンシャルイノベーション関連規制検討に係る専門家
グループ（ROFIEG）は、マーケットプレーヤや技術に係る幅広い問題に
対処するための30の提言を公表（12月13日）

 背景：
 2018年、欧州委員会は初のフィンテックアクションプランを発表し、

ROFIEGを設立
 提言の概要：

 金融業界におけるマーケットプレーヤや技術の他、マネーロンダリン
グやテロ資金の防止（AML/CFT）、消費者保護、データ共有・利用、ガ
バナンスと運用上の強靭性に関する30の提言、主要4領域（※）を提
示

 コストや新製品・サービス、アクセシビリティ、規制・コンプライアンスの
観点から新たな便益をもたらすEUのフィンテックの枠組について言及

 潜在的なリスクへの対応や適切なセーフガードの策定を強調
 国際標準の策定者としてのEUの競争力と主権性の確保の必要性に
ついて言及

 （※）参考：提言における主要4領域：
 AIや分散型台帳等新技術の活用によりもたらされるリスクに対応する
規制を制定するとともに、RegTechやSupTechに関する新たな機会
を活用する必要性

 規制の細分化を除去し、インキューベーターと新規参入者との間での
公平な環境を確保する必要性

 フィンテックによりもたらされる個人、非個人のデータの機会とリスクに
関する規制を調整する必要性

 金融上の包摂と倫理的なデータ利用の観点からフィンテックの潜在的
な影響を検討する必要性

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/recom

mendation

s-to-

address-

regulatory-

obstacles-

to-

financial-

innovation/

再掲

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/recommendations-to-address-regulatory-obstacles-to-financial-innovation/
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【情報収集結果】欧州における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(3/3)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（3/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

欧州 7-E3 Facebook
の訴えに対
するEU裁判
所の法的
意見は、
データ転送
に関する
課題を創出

12月19日EU司法裁判所の判示は、多くの企業に利用されるデータ転送メカニズム
の適法性を認める一方、データ転送の厳格化を生む可能性
 EU司法裁判所の法務官は、Facebookと欧州のプライバシー保護活動家との訴
訟において法的拘束力を持たない意見を判示

 意見の概要：
 EUにより承認された契約条項に基づき多くの企業に用いられている
データ転送メカニズムが適法であると判断

 一方で、EU当局は、企業が当該条項を順守できない場合はEU当局
がデータの転送を阻止する義務を負うべきと言及
 FacebookやApple、Googleなど多国籍企業は、米国の情報監視
法令が当該条項と背反することを理由に今後訴訟を受ける可能性

 今後の予定：
 来年、本判決が言い渡される見込み

The Wall 

Street Journal

https //ww

w.wsj.com/

articles/fac

ebook-

case-

spells-

trouble-for-

data-

transfers-

with-

europe-

115767565

35

https://www.wsj.com/articles/facebook-case-spells-trouble-for-data-transfers-with-europe-11576756535
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【情報収集結果】米国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（4/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

米国 7-U1 ETA 

Payment 

Sales and 

Strategy 

Committee
は、CCPA
に関するホ
ワイトペー
パーを発行

12月19日Electronic Transactions Association (ETA) は、米国カリフォルニア
州消費者プライバシー法（CCPA）の2020年1月の施行を前にホワイト
ペーパーを発行

 背景：
 当該分野では初めての規制となるCCPAが2020年1月にCCPAが施
行

 ETAの参加団体である独立系ソフトウェアベンダー（ISV）やクレジット
カードの加盟店契約会社などはクライアントの法令への対応を支援す
る必要が発生

 ホワイトペーパーの内容：
 CCPAの背景とISVやクレジットカードの加盟店契約会社などの決済
技術に与える影響に関する知見を提供

Electronic 

Transactions 

Association 

(ETA)

https //ww

w electran.

org/publica

tion/transa

ctiontrends

/eta-

payment-

sales-and-

strategy-

committee-

publishes-

ccpa-white-

paper/

7-U2 Apple、
Google、
Amazonは、
共同でス
マートデバ
イスの基準
を検討

12月19日Apple、Amazon、Googleは、無線通信の標準化団体Zigbee Alliance
と共同でスマートホームデバイスの規格策定を行うことを発表
 3者は、 SamsungやIKEAも参加する無線通信のグローバル標準化団体Zigbee 

Allianceと共同で、安全で業界統一的なスマートホームデバイスのプロトコル策
定を発表（2020年中に策定完了予定）

Japan Times
https //ww

w japantim

es.co.jp/ne

ws/2019/12

/19/busines

s/tech/appl

e-amazon-

google-

partner-

make-

smart-

home-

devices-

compatible/

#.Xft3d2T7

Rdg

再掲

https://www.electran.org/publication/transactiontrends/eta-payment-sales-and-strategy-committee-publishes-ccpa-white-paper/
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/19/business/tech/apple-amazon-google-partner-make-smart-home-devices-compatible/#.Xft3d2T7Rdg
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（5/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

中国 7-C1 全国電子ビ
ジネス標準
化技術委員
会（SAC / 

TC 83）
2019年次
総会が開催

12月3日 全国電子ビジネス標準化技術委員会（SAC / TC 83）2019年次総会が
開催（11月24日＠中国 厦門）

 協議内容：
 参加者がメンバーの解任と新メンバーの選挙を実施
 すでに発行されたSAC/TC83に関連する規格のレビューを実施し、
修正案を提案

 参加者：
 委員会メンバーや関連部門の専門家40人以上

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191203

49078.html

7-C2 浙江省市場
監督管理局
がEコマース
コンプライア
ンス
レビュー
レポートを
発行

12月13日浙江省市場監督管理局は「2019年 Eコマースプラットフォームコンプライ
アンスレビューレポート」を発行

 目的：
 オンライン取引のさまざまな問題を解決するための新たな方法とアイ
デアの探求

 レビュー対象企業：
 Feizhu、Koala、Yunji、Beidian、Weiyi、Taobao

 レビュー結果：
 プラットフォームの法令遵守状況が年々改善されており、明らかな違
法行為は発見されていないが、課題も散見（以下、主な課題抜粋）
 法律で規定されている信用評価などのルールが未策定
 個人情報保護規則やプライバシーポリシーが未策定
 販売者のエントリの確認が厳密ではなく、管理ライセンスの資格を
確認する要件が未設定

 製品の購入を評価が機能が未構築
 払い戻しプロセスが複雑

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //www.

samr gov.c

n/xw/df/201

912/t20191

213 30920

5.html

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191203_49078.html
http://www.samr.gov.cn/xw/df/201912/t20191213_309205.html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（6/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

中国 7-C3 全国情報技
術標準化技
術委員会の
カード及び
識別セキュ
リティ機器
小委員会の
2019年全体
会議

12月20日全国情報技術標準化技術委員会カード及び識別セキュリティ機器小委員
会の2019年全体会議が開催（12月19日＠北京）

 小委員会概要：
 身分証明書の分野における市場の要件を満たす基準を策定

 委員会概要：
 カード及び身分証明分野の企業及び研究機関の代表者50名以上が
出席

 小委員会における2020年の注力分野について協議
 ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and security devices for personal 

identificationにおける活動の活発化
 国内の研究と技術開発の接続
 国際会議の実施
 規格開発の促進

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5944 h

tml再掲

http://www.cesi.cn/201912/5944.html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(3/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（7/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

中国 7-C4 揚子江デル
タ地域の市
場監督局は
共同で「Eコ
マースプラッ
トフォーム
（オンライン
ストア）にお
ける安心で
きる消費の
創出」を
開始

12月26日揚子江デルタの3省及び1市の市場監督部門は、市場システム統合のた
めの式典「Eコマースプラットフォーム（オンラインストア）における安心でき
る消費の創出」を開催（12月24日）

 目的：
 揚子江デルタ地域の安全な消費環境の構築を深化させ、協力体制を
構築

 会議開催概要：
 揚子江デルタ地域におけるeコマースの信頼性のための実証プラット
フォーム（オンラインストア）の構築を強化するための指導的意見を
発表

 参加企業は、子商取引プラットフォームの運営者の主要な責任を効果
的に実行し、地域経済に貢献するための「8つのイニシアチブ」を共同
で発行

国家市場監督
管理総局
（SAMR）

http //www.

samr gov.c

n/xw/df/201

912/t20191

226 30951

1.html

http://www.samr.gov.cn/xw/df/201912/t20191226_309511.html
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【情報収集結果】中国における電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(4/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（8/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

中国 7-C5 違法に個人
情報を収集
して使用す
るアプリ評
価基準！
これらの6つ
の動作に
注意

12月31日中国国家インターネット情報局、工業情報化部、公安部、国家市場監督
管理総局は、アプリによる個人情報の扱いに関する文書「アプリによる違
法な個人情報の収集と使用の識別方法」を発表

 目的：
 個人情報の保護を強化するため、違法となるアプリによる個人情報の
収集と利用方法を定義

 定義された違法に係る6つの基準：
 個人情報の使用ルールの非公開
 個人情報の収集・使用の目的、方法、範囲の非公開
 ユーザーの同意のない個人情報の収集・使用
 サービスに不要な個人情報の収集
 ユーザーの同意のないの個人情報の共有
 法に規定された個人情報の削除や修正の機能の不在や苦情や報告
方法の非公開

据网经社
http //www.

100ec.cn/d

etail--

6540658.ht

ml
再掲

http://www.100ec.cn/detail--6540658.html
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(1/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（9/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

インド
ネシア

7-A1 ASEAN規
格および品
質に関する
諮問委員会
（ACCSQ）
は、航空及
びEコマース
に注目

12月5日 第52回ASEAN 標準化・品質管理諮問評議会（ACCSQ）が開催
（11月25-28日@ミャンマー ヤンゴン）

 委員会開催概要：
 インドネシアの代表代理Zakiyah氏が、EUからのASEAN地域統合支
援（ARISEPlus）の枠組みにおける欧州連合との協力の最新情報を
説明

 委員会内においては航空機からの二酸化炭素の放出によって引き起
こされる温室効果ガスの影響を減らすことを目的としたイニシアチブで
ある国際航空のためのカーボンオフセットおよび削減スキーム
（CORSIA）の運用が開始されることにも言及
 本イニシアチブに対するACCSQワーキンググループ 2： 適合性評
価の関与に対する支持も表明

 委員会はEコマースの動向も懸念事項として扱い、Lazada, 

Tokopedia dan Bukalapak等の本分野のユニコーンに注目

インドネシア
国家標準化庁
（BSN）

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

760/penerb

angan-

dan-digital-

trade-

menjadi-

fokus-

asean-

consultativ

e-

committee-

on-

standard-

and-

quality-

accsq

再掲

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10760/penerbangan-dan-digital-trade-menjadi-fokus-asean-consultative-committee-on-standard-and-quality-accsq
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(2/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（10/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

インド
ネシア

7-A2 インドネシア
のEコマース
企業幹部は、
新たなルー
ルが急成長
中のオンラ
インの成長
を阻む可能
性があると
発言

12月10日インドネシアのEコマース業界幹部は、オンライン販売業者が政府の許可
取得を義務付ける新しい規制を批判

 新規制概要：
 現在1,000万人以上と推定されるすべてのオンライン販売業者に対し
て当局の商品販売許可を要求

 オンラインマーケットプレイスに対して情報を国内のデータセンターに
保存し、ドメイン名にインドネシアを反映することを要求

 業界からの批判内容（抜粋）：
 Tokopediaは、この要件により、大手企業だけがオンラインプラット
フォームを通じて製品販売できるようになり、中小企業の成長を妨げ
ると批判

 Bukalapakは、ビジネス許可証は小規模な売り手にとって参入障壁に
なると批判

 小規模な売り手は新しい規制では言及されていないFacebookなどの
ソーシャルメディアサイトに移行する可能性があると懸念

Reuters
https //ww

w reuters.c

om/article/i

ndonesia-

ecommerc

e/indonesi

a-e-

commerce-

execs-say-

new-rules-

may-

choke-

booming-

online-

growth-

idUSL4N2

8K1J1

https://www.reuters.com/article/indonesia-ecommerce/indonesia-e-commerce-execs-say-new-rules-may-choke-booming-online-growth-idUSL4N28K1J1
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(3/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（11/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

ベトナ
ム

7-A3 フィンテック
企業は、
オンライン
決済サービ
スプロバイ
ダーの外国
人所有権制
限の可能性
を懸念

12月13日ベトナム商工会議所が開催したワークショップにおいて、参加企業が規制
案におけるオンライン決済サービスプロバイダーの外国人所有権制限に
対して懸念を表明

 規制草案概要（本記事該当部分）：
 オンライン決済サービスプロバイダー企業の外国投資家の直接/間接
所有権を49％に制限

 参加企業からの主な意見：
 PhùngAnhTuấn金融投資家協会副会長が、オンライン決済が国内の
フィンテック活動の90％を占めていることに言及し、投資制限はフィン
テック市場全体に影響を与えると懸念を表明

 法律専門家が本制限が世界貿易機関（WTO）および太平洋横断パー
トナーシップ（CPTPP）の包括的かつ進歩的な協定へのコミットメント
に違反する可能性を指摘

 シンガポール・ビジネス協会のYee Chung Seck代表が、インドネシア
のフィンテックに対する制限は大きくはないが、本制限は業界への外
国投資の流れをそらすには十分であると批判

Viet Nam 

News

https //vietn

amnews.vn

/economy/

569802/fint

ech-firms-

worry-

about-

possible-

foreign-

ownership-

limit-in-

payment-

intermediar

ies.html#h3

BQ3FWcK

xTsFp71.9

7

再掲

https://vietnamnews.vn/economy/569802/fintech-firms-worry-about-possible-foreign-ownership-limit-in-payment-intermediaries.html#h3BQ3FWcKxTsFp71.97
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引（Eコマース）分野の標準化動向(4/4)

電子商取引（Eコマース）分野関連記事詳細（12/12）

電子商取引（Eコマース）テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子商
取引
（Eコ
マース）

タイ 7-A4 ETDAがデ
ジタルミッ
ションで
前進

12月24日タイ電子取引開発機構(ETDA)が、2020年の主要なミッションとして、
デジタル証明書の発行者とデジタル識別サービスにかかる規制システム
の構築を推進することを宣言

 背景：
 2019年の電子商取引法の改正により、ETDAはデジタル証明に関し
てより多くの責任を負担

 概要：
 ETDAは、電子取引及びデジタル識別をサポートするために必要な標
準を整理する責任を負う

 ETDAチーフエクゼクティブSurangkana Wayuparb氏発言要旨：
 法の下で定められた役割を満たすために、ETDAの組織構造、作
業、およびプロジェクトを再構築する必要がある

Bangkok Post
https //ww

w bangkok

post.com/t

ech/18229

94/etda-

ploughs-

ahead-

with-digital-

mission

7-A5 タイ商務省、
EC小売業
者に対し、
価格タグの
ないオンラ
イン商品は
違法である
と警告

12月27日タイ商務省は、規制により宣伝時の価格表示義務をオンライン商品にも
拡大

 背景：
 オンラインで宣伝される商品の大部分が価格を明確に表示していな
いという苦情への対応が急務

 規制概要：
 オフライン商品に値札をつけなければならないという規制をオンライン
製品にも拡張（内部取引局副局長による情報）

 値札が表示されていない場合、売り手は1万バーツ未満の罰金を支
払う可能性

 価格表示に従うことを拒否した場合、仕入れ業者は7年の懲役または
14万バーツ未満の罰金またはその両方を科せられる可能性

The Straits 

Times

https //ww

w straitstim

es.com/asi

a/se-

asia/online

-products-

without-

price-tags-

illegal-thai-

commerce-

ministry-

warns-e-

retailers

https://www.bangkokpost.com/tech/1822994/etda-ploughs-ahead-with-digital-mission
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/online-products-without-price-tags-illegal-thai-commerce-ministry-warns-e-retailers
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テーマ別情報一覧

12月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引（Eコマース）

8. 共通
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 ドイツ 8-E1 信頼できる
AIの参照モ
デル：新しい
VDEアプリ
ケーション
ルールの
開発

12月3日 ドイツ電気技術者協会（VDE）、ドイツ電気技術委員会（DKE）の専門家は、

AIの安全性や信頼性などに関する規格を策定中
 AIは人々の生活を大きく変革する可能性がある一方、AIの持つべき権限などに
ついての課題も存在するため、VDEとDKEは、「自律的・コグニティブシステムの
仕様と設計」に関する規格を策定中

 策定中の規格内容：
 AIシステムを扱うための用語と概念、およびシステムとアプリケーショ
ンのアーキテクチャ

 システムの検証と適格性
 策定中の規格の重点領域：

 人間や外部環境とのやり取りの仕様を含む設計フェーズを重視
 特に物理的安全性や情報セキュリティ、ユーザイビリティ、倫理・
規制上の課題など信頼性（trustworthiness）に関わる仕様を定義

 設計フェーズ全体にわたる手順も定義
 システムレベルでの設計
 コンポーネントでの設計
 システムインテグレーション
 検証と妥当性確認
 検収と承認

 市場モニタリングや是正措置、防護的措置についても含有
 今後の予定：

 2020年2月に、一般の意見公募を実施
 2020年第2四半期に規格の策定完了予定

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik (DKE)

https //ww

w dke.de/d

e/news/201

9/referenz

modell-

vertrauens

wuerdige-

ki-vde-

anwendun

gsregel
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(1/9)

共通分野関連記事詳細（1/25）

共通テーマ別情報詳細

https://www.dke.de/de/news/2019/referenzmodell-vertrauenswuerdige-ki-vde-anwendungsregel
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E2 CENと
CENELEC
は、ブロック
チェーンと
分散型台帳
技術に関す
る新たな
共同技術
委員会を
発足

12月5日 欧州標準化委員会（CEN）と欧州電気標準化委員会（CENELEC）は、ブ
ロックチェーンと分散型台帳技術に関する新たな共同技術委員会（JTC）
を発足

 CEN-CENELEC JTC 19発足背景
 ブロックチェーンと分散型台帳（DLTs）の活用が進む中、付随して生じ
る機会や課題に対応するためCENとCENELECは、CEN-CENELEC 

JTC 19 ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologiesを発足
 CEN-CENELEC JTC 19概要：

 事務局：イタリア標準化機関UNI

 活動スコープ：組織的枠組や方法論を初めとした下記の観点を取り込
み、ブロックチェーンとDLTsに関する規格の策定を担当
 組織的枠組と方法論
 プロセス、製品評価スキーム
 分散型台帳ガイドライン
 スマートテクノロジー
 対象
 分散型コンピューティング機器
 データサービス

 ISO/TC 307 ‘Blockchain and distributed ledger technologies’と
緊密に連携する一方、欧州デジタル統一市場（DSM）の発展に資する
欧州独自の規則、政策要件にも対応予定

CEN-

CENELEC 

Management 

Centre 

(CCMC)

https //ww

w cencenel

ec.eu/New

s/brief Ne

ws/Pages/

TN-2019-

049 aspx
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/9)

共通分野関連記事詳細（2/25）

共通テーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/News/brief_News/Pages/TN-2019-049.aspx
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E3 欧州におい
てより安全
で信頼され
るクラウドへ

12月9日 欧州ネットワーク情報セキュリティ機関（ENISA）は、欧州委員会の委託を
受け、クラウドのサイバーセキュリティ認証スキームを策定予定

 背景：
 欧州委員会の呼びかけでクラウド認証に関するデジタル単一市場
（DSM）ステークホルダー部会（CSP CERT）が設立（2017年）

 CSP CERTは、サイバーセキュリティ認証に関する提言を発表（2019
年6月）

 EUのサイバーセキュリティ法が、欧州域内横断的なサイバーセキュリ
ティ認証の枠組みを提示（2019年6月）

European 

Union Agency 

for 

Cybersecurity 

(ENISA)

https //ec.e

uropa.eu/di

gital-

single-

market/en/

news/towar

ds-more-

secure-

and-

trusted-

cloud-

europe

ドイツ 8-E4 VDEとDKE
は、デジタ
ル標準イニ
シアチブ
（IDiS）への
参加を呼び
かけ

12月17日ドイツ企業のデジタル化を標準化の観点から支援するため、ドイツ電気技
術者協会（VDE）、ドイツ電気技術委員会（DKE）はデジタル標準イニシア
チブ（IDiS）を発足

 デジタル標準イニシアチブ（IDiS）概要：
 ドイツ企業の研究開発にある製品に関してデジタルの観点から相互
接続性・相互運用性を鑑みながら標準化を行うことを企図

 VDEとDKEは、企業や関連団体に参加を呼びかけ
 初回会議を2020年5月にフランクフルトで開催予定

Verband der 

Elektrotechnik, 

Elektronik und 

Informationste

chnik e.V. 

(VDE)

https //ww

w.vde.com/

de/presse/

pressemitt

eilungen/v

de-dke-

initiative-

digitale-

standards
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(3/9)

共通分野関連記事詳細（3/25）

共通テーマ別情報詳細

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/towards-more-secure-and-trusted-cloud-europe
https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/vde-dke-initiative-digitale-standards
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共通 欧州 8-E5 CENと
CENELEC
のWork 

Programme 

2020を発行

12月17日欧州標準化委員会（CEN）と欧州電気標準化委員会（CENELEC）は、
両機関の標準化動向と戦略的注力領域を概説したレポート「Work 

Programme 2020」を発行
 報告書の内容：

 14業界に関して、2020年に策定予定の規格や戦略的注力領域を
概説

 昨今の課題と関連のある分野横断的な3論点を紹介
 アクセシビリティ
 環境
 スマートシティ

 両機関の2020年の活動を特徴づける最重要の戦略的論点を概説

CEN-

CENELEC 

Management 

Centre 

(CCMC)

https //ww

w cencenel

ec.eu/New

s/Brief Ne

ws/Pages/

TN-2019-

052 aspx
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(4/9)

共通分野関連記事詳細（4/25）

共通テーマ別情報詳細

https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2019-052.aspx


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E6 欧州におけ
るAI規制は、
ソフトローか
らハード
ローの順で
実現？：AI
の信頼性に
関する倫理
ガイドライン
はEU全体
のAIに係る
法的枠組み
の第一歩
か？

12月18日欧州委員会の信頼できるAIのための倫理ガイドラインのアセスメントの
パイロットフェーズが終了し、ガイドラインの修正に活用される見込み

 背景：
 欧州委員会のAIに関するハイレベル専門家グループ（HLEG）は、信
頼できるAIのための倫理ガイドラインの策定に着手

 同ガイドラインには、倫理的なAIシステムに関する主要7分野に関す
るアセスメントリストが含まれる
 人間の主体性と監督
 技術的堅ろう性と安全性
 プライバシー、データガバナンス
 透明性
 多様性、非差別性、公正性
 社会的、環境的福祉
 説明責任

 パイロットフェーズの概要：
 信頼できるAIのための倫理ガイドライン策定に向けて関連団体から
フィードバックを収集

 700団体の任意参加者が、アセスメントリストに対してフィードバックを
提供

 フィードバックは、2020年初めに予定されているガイドライン策定のた
めに利用

 今後の予定：
 ガイドラインの策定がEUのAIに関する何らかの規格や認証の土台と
なるかは不透明だが、EUは短期的にはGDPR等既存の規則や国際
規格の活用などソフトロー的アプローチを取ると想定

Capgemini
https //ww

w capgemi

ni.com/201

9/12/ai-the-

regulation-

to-come/#
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(5/9)

共通分野関連記事詳細（5/25）

共通テーマ別情報詳細
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共通 英国 8-E7 英国は、EU
とのデータ
に関する交
渉において
「行列の
最後尾」に

12月26日Brexitにあたり英国と欧州間でのデータ交換に関する規制策定が遅延
する恐れ
 EUのEuropean Data Protection Supervisorは、2020年12月迄のBrexit移行期
間内に英国と欧州との間でデータ交換に関する規制策定が間に合わない恐れを
指摘

 ITや保険、医療保健業界など個人情報を越境的に扱う業界は、影響
を受ける可能性を指摘

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/875a

903e-

2313-

11ea-

b8a1-

584213ee7

b2b

欧州 8-E8 欧州理事会
のGDPR適
応に関する
見解の草案

12月26日欧州理事会は、EU一般データ保護規則（GDPR）適応に関する見解の
草案を発表、今後欧州委員会のGDPR評価報告書に反映される見込み

 欧州理事会の見解草案の項目及び概要：
 欧州委員会のレビュー・評価対象のスコープ

 対象スコープを包括的にするため拡大の必要性あり
 未成年の同意

 未成年者の同意に関する規制が各国に委ねられており、規制が
細分化していることを懸念

 データ転送
 標準的契約条項（Standard contractual clauses：SCC）へGDPR
を反映する必要あり

 European Data Protection Board (EBPB) によるデータ転送に関
するより詳細なガイダンス作成の必要あり

 協力と一貫性
 協力と一貫性の評価には時期尚早であるが、複数司法領域に
またがる事案の作業枠組や協力について強化の必要あり

 代表性
 EU圏外におけるGDPRの執行の範囲を明確にすることを歓迎

Hunton 

Andrews Kurth 

LLP

https //ww

w huntonpr

ivacyblog.c

om/2019/1

2/26/eu-

councils-

draft-

position-

on-the-

application

-of-the-

gdpr/
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共通分野関連記事詳細（6/25）

共通テーマ別情報詳細

https://www.ft.com/content/875a903e-2313-11ea-b8a1-584213ee7b2b
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共通 欧州 8-E8 欧州理事会
のGDPR適
応に関する
見解の草案
（前頁続き）

12月26日欧州理事会は、EU一般データ保護規則（GDPR）適応に関する見解の
草案を発表、今後欧州委員会のGDPR評価報告書に反映される見込み
（前頁続き）

 新技術
 AIや顔認証、ブロックチェーン、量子コンピューターなど新技術に
対しGDPRを適用させる必要あり

 行動規範
 子供の個人情報や医療保健情報など分野特有の行動規範も策定
の必要あり

 中小企業
 GDPRのリスクベースのアプローチと中小企業の特別なニーズバ
ランスを検討することが重要

 各国法
 GDPRの適応に関して各国法による裁量を残していることが、予想
外の規制の細分化を招いていることを指摘

 今後の予定：
 欧州理事会は、欧州委員会に対して報告書のインプットとなる同理事
会のGDPR適応に関する見解を送付予定

 欧州委員会は2020年5月にGDPRの評価・レビュー報告書を発行
予定

Hunton 

Andrews Kurth 

LLP

https //ww

w huntonpr

ivacyblog.c

om/2019/1

2/26/eu-

councils-

draft-

position-

on-the-

application

-of-the-

gdpr/
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共通 欧州 8-E9 GDPRにお
ける自身の
情報へのア
クセス権：
英国ICOが
ガイダンス
草案を発表

12月27日英国Information Commissioner's Office (ICO) は、EU一般データ
保護規則（GDPR）に関連し、自身の情報へのアクセス権に関するガイダ
ンス草案を発表、一般より意見を公募（2020年2月12日まで）

Fox 

Rothschild 

LLP

https //ww

w.foxrothsc

hild.com/pu

blications/ri

ght-of-

access-

under-

gdpr-draft-

guidance-

from-the-

uk-ico/

8-E10 我々は重大
な問題に直
面している：
欧州の規制
当局は執行
の欠如に
失望

12月27日Politicoは、EU一般データ保護規則（GDPR）施行から18ヶ月が経ち、
規制当局による執行能力や各国間協力の弱さが露呈していることを指摘
 GDPR施行から18ヶ月が経ったが、期待されていたGoogleやFacebookなど巨
大テック企業への規制執行は遅延

 GDPRでは、企業が欧州本社所在地国の規制当局に従うとするOne-Stop-Shop
制度を採用しており、アイルランドとルクセンブルグの規制当局が一義的に
GDPRの執行を担当しているが、両国の執行能力の欠如や透明性の不足、各国
規制当局間協力の弱さにより、市民団体等からの多くの申し立てがあるも保留
状態

Politico
https //ww

w politico e

u/article/we

-have-a-

huge-

problem-

european-

regulator-

despairs-

over-lack-

of-

enforceme

nt/

2440
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https://www.foxrothschild.com/publications/right-of-access-under-gdpr-draft-guidance-from-the-uk-ico/
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共通 欧州 8-E11 ENISA/Eur

opol IoT 

Security 

Conference 

2019開催
報告

12月26日欧州ネットワーク・情報セキュリティ機関（ENISA）と欧州刑事警察機構
（Europol）は、IoT及び関連技術に係る現状課題、標準化・認証に関する
議論のためIoTセキュリティ会議 2019を開催（10月24～25日＠アテネ）

 討議事項：
 IoTがサーバー攻撃に対して脆弱であるという認識で一致。対応を容
易にするために国際規格の策定が行われていることを確認

 セキュリティの観点からAIの有用性と課題を確認
 IoTセキュリティ強化のための取り組みやソリューションを紹介

Cetome
https //ceto

me com/art

icle/iotsc19

2441

【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(9/9)

共通分野関連記事詳細（9/25）

共通テーマ別情報詳細

https://cetome.com/article/iotsc19
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共通 米国 8-U1 ISO/IEC 

JTC 1総会
の結果：信
頼性に関す
るワーキン
ググループ
と脳コン
ピューターイ
ンターフェー
スに関する
アドバイザ
リーグルー
プを設立

12月4日 ISO/IEC JTC 1 情報技術の総会がインドで開催され、信頼性に関する
ワーキンググループと脳コンピューターインターフェースに関するアドバイ
ザリーグループの設立を決定

 JTC 1の総会において設立が決定された新たな委員会：
 JTC 1 WG 13 Trustworthiness

 信頼性に関するJTC 1横断的な定義、ガイドライン策定を担当
 直近は、ISO/IEC TS 24462, Ontology for Trustworthiness 

Assessmentに取り組む予定
 今後JTC 1と他の国際標準化機構 （ISO）、国際電気標準会議
（IEC）の関連する委員会とのマッピングを実施予定

 JTC 1 AG 16 Brain-computer Interface

 脳コンピューターインターフェイスに関する概念や用語の説明を担
当

 他の関連する標準化活動や技術動向を確認
 （参考）総会を終えてのJTC 1議長のコメント：

 モバイル運転免許証やプライバシー管理に関する新規格、AIのリスク
マネジメントに関する新たな動向を確認

 アドバイザリーグループにおけるデータ利用・共有、量子コンピュー
ター、デジタルツインなどの新論点に関する進展を確認

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=c6

917288-

3502-

41ab-

800a-

ceedc5be2

68b
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共通 米国 8-U2 新たなIoTセ
キュリティ
レーティン
グ：IoTに
とって有益
な動向

12月5日 ULなどによる新たなIoTセキュリティレーティングは、IoT機器の安全性や
透明性を促進

 ULによる新IoTセキュリティレーティングの概要：
 ULが業界のベストプラクティスに基づき、IoT機器の安全性を5段階評
価

 消費者のより良い購入時の判断や製造業者の自社製品差別化に寄
与

CPO 

Magazine

https //ww

w cpomaga

zine com/c

yber-

security/ne

w-iot-

security-

ratings-a-

positive-

developme

nt-for-

internet-of-

things/

8-U3 ISOの次期
会長Eddy 

Njoroge氏
は、米国訪
問に際し4つ
のアジェン
ダを発表

12月23日 2020年1月に就任予定の国際標準化機構（ISO）次期会長Eddy 

Njoroge氏は、米国訪問に際し4つのアジェンダを発表
 ISO次期会長のEddy Njoroge氏は、米国規格協会（ANSI）の役員会へ招待を受
け訪問

 ISO/IEC Joint Technical Committee (JTC) 1, Information Technologyにおけ
る活動などANSIがISOにおいて果たす役割に謝意を表明したほか、ISO会長とし
て取り組む4つのアジェンダを発表

 4つのアジェンダ：
 貿易不均衡の解消や技術規制の基盤として国際標準の活用を推進
 国際標準を産業の成長のための触媒として位置づけ
 ISO規格どこでも、入手、アクセス可能にすることを推進
 途上国の国際規格制定への貢献を推進

 （参考）Eddy Njoroge氏の略歴：
 Kenya Electricity Generation Company (KenGen)の前CEOで、

Kenya Bureau of Standards (Kebs)の役員
 2020年1月にISOの次期会長に就任予定

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=3

7d4281f-

555e-

4e34-

8b74-

d3d1e41c8

15e

2443
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共通 米国 8-U4 ANSIは、
ISOの
Sergio 

Mujica事務
局長をワシ
ントンDCに
招待

12月23日米国規格協会（ANSI）は、国際標準化機構（ISO）のSergio Mujica事務
局長をANSI本部に招待
 ANSIは、ISOのSergio Mujica事務局長をワシントンDCのANSI本部に招待
 事務局長は米国政府高官やANSIの役員と面会した他、ANSIが事務局長と関係
機関との面会をホスト

 Sergio Mujica事務局長との面会内容：
 米国国立標準技術研究所（NIST）Gordon Gillerman氏、米国運輸省

Tim Klein氏との面会
 ISOの活動や国際電気標準会議（IEC）、国際電気通信連合（ITU）
との協力について意見交換

 米国環境保護庁（EPA）Alexandra Dunn氏との面会
 Dunn氏が関連領域における民間規格（Voluntary Consensus 

Standards）の策定の重要性について言及
 米国消費者製品安全委員会（CPSC）Bob Adler氏との面会

 消費者の規格策定への関与及び消費財領域における規格策定に
関して意見交換

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=e

5b98d90-

8953-

4340-

96a6-

5268178be

654

2444

【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(3/3)

共通分野関連記事詳細（12/25）

共通テーマ別情報詳細

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=e5b98d90-8953-4340-96a6-5268178be654
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共通 中国 8-C1 中国電子技
術標準化研
究院がクラ
ウドコン
ピューティン
グサービス
のセキュリ
ティ評価に
関する専門
技術機関と
して認定

12月9日 中国電子技術標準化研究院がクラウドコンピューティングサービスの
セキュリティ評価に関する専門技術機関として認定
（12月6日＠北京、中国）
 「2019年党および政府機関と主要情報インフラストラクチャクラウドサービスセ
キュリティフォーラム」において、クラウドコンピューティングサービスのセキュリ
ティ評価を実施した最初の専門技術機関として以下4機関を認定

 中国電子技術標準化研究院（CESI）
 国家情報技術セキュリティ研究センター
 中国情報セキュリティ評価センター
 中国情報通信技術アカデミー

 CESIは、Alibaba Cloud電子政府クラウドプラットフォーム、無錫市ク
ラウドコンピューティングセンター電子政府クラウドプラットフォーム、
金山電子政府クラウドプラットフォーム、、政府調達クラウドプラット
フォーム等8つのクラウドプラットフォームの評価を実施

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5877 h

tml

8-C2 「回転電子
機器：レー
ティングとパ
フォーマン
ス」を含む
177の国家
規格と、2つ
の改訂国家
規格を承認

12月10日国家市場監督管理総局（国家標準化委員会）は、「回転電子機器：レー
ティングとパフォーマンス」を含む177の国家規格と、2つの改訂国家規格
を承認

 承認された国家規格（当事業関連テーマに係る規格のみ抜粋）：
 GB / T 5373-2019「オートバイおよびモペットの寸法および品質パラ
メーターの決定方法」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 24034-2019「環境管理環境技術検証」（実施日：2019/12/10）
 GB / T 38260-2019「サービスロボットの機能安全評価」
（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38282-2019「Eコマーストランザクション製品情報の説明アー
トワーク」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38283-2019「電気自動車災害の緊急救助ガイド」
（実施日：2020/7/1）

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //std sa

cinfo.org.c

n/gnoc/que

ryInfo?id=

D66C3C9B

61BFC9D5

B657DF3A

62F2057F

2445

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(1/10)

共通分野関連記事詳細（13/25）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5877.html
http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=D66C3C9B61BFC9D5B657DF3A62F2057F
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共通 中国 8-C2 「回転電子
機器：レー
ティングとパ
フォーマン
ス」を含む
177の国家
規格と、2つ
の改訂国家
規格を承認
（前頁続き）

12月10日国家市場監督管理総局（国家標準化委員会）は、「回転電子機器：レー
ティングとパフォーマンス」を含む177の国家規格と、2つの改訂国家規格
を承認（前頁続き）

 GB / T 38285-2019「オートバイとモペットのブレーキ」（実施日：
2020/7/1）

 GB / T 38317.11-2019「スマートエネルギーメーターの構造と設置寸
法の概要パート11：一般的な要件」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38317.21-2019「 インテリジェント電力量計の概略構造と設置
寸法パート21：構造A」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38317.22-2019「スマートエネルギーメーターの構造と設置寸
法の概要パート22：構造B」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38317.31-2019「スマートエネルギーメーターの構造と設置寸
法の概要パート31：電気インターフェイス」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38318-2019 「電力監視システムのサイバーセキュリティ評価
のガイドライン」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38319-2019「建物や住宅地でのデジタルテクノロジーアプリ
ケーションのインテリジェントハードウェアテクノロジー要件」（実施日：
2020/7/1）

 GB / T 38332-2019「スマートグリッドユーザーの自動デマンドレスポ
ンス集中型空調システム端末の技術要件」（実施日：2020/7/1）

 GB / T 38335-2019「太陽光発電所の運転規制」（実施日：2020/7/1）
 GB / T 38336-2019「 産業用、科学用、医療用ロボットの電磁適合性
放出の試験方法と制限」（実施日：2020/7/1）

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //std sa

cinfo.org.c

n/gnoc/que

ryInfo?id=

D66C3C9B

61BFC9D5

B657DF3A

62F2057F
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共通分野関連記事詳細（14/25）

共通テーマ別情報詳細

http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=D66C3C9B61BFC9D5B657DF3A62F2057F
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共通 中国 8-C3 山西工業情
報化部及び
山西省総合
改革実証地
区のリー
ダーが調査
のため、
当研究所を
訪問

12月17日CESIは、山西工業情報化部及び山西省総合改革実証地区の代表者と
ブロックチェーン技術の活用に向けた協議を実施（12月9日）

 協議内容：
 CESIは、ブロックチェーン技術に関する標準化の状況を説明

 今後の予定：
 CESIは、ブロックチェーン技術の開発及び応用の加速化に向け、
山西省を支援予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5896 h

tml

8-C4 長沙経済
技術開発区
のリーダー
が調査のた
めに当研究
所を訪問

12月17日CESIは、長沙経済技術開発区の代表者とブロックチェーン技術の活用に
向けた協議を実施（12月6日）

 協議内容：
 CESIは、ブロックチェーン技術に関する標準化の状況を説明

 今後の予定：
 CESIは、ブロックチェーン技術の開発及び応用の加速化に向け、
長沙市を支援予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5897 h

tml
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(3/10)

共通分野関連記事詳細（15/25）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5896.html
http://www.cesi.cn/201912/5897.html
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共通 中国 8-C5 2019年の
「100グルー
プ標準アプ
リケーション
デモンスト
レーションプ
ロジェクト」
に選ばれた
「人工知能
ディープ
ラーニング
アルゴリズ
ム評価
仕様」

12月19日CESIは、評価手法「T/CESA 1026-2018 Artificial Intelligence Deep 

Learning Algorithm Evaluation Specification」が工業情報化部の
「100グループ標準アプリケーションデモンストレーションプロジェクト」に
選ばれたことを紹介

 T/CESA 1026-2018概要：
 AIの深層学習アルゴリズムの評価指標システム、評価プロセス及び
ニーズ段階の評価、設計段階の評価、実装段階の評価、運用段階の
評価を提案

 深層学習アルゴリズムの開発者、ユーザー及びサードパーティが、ア
ルゴリズムの信頼性を評価するためのガイドとして使用可能

 今後の予定：
 CESIは、AI製品のテスト機能における実証作業を全国的に実施し、
更なる標準開発を実施予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5933 h

tml

8-C6 Saixi認証は、
情報システ
ム構築およ
びサービス
能力評価の
パイロット
機関に

12月20日China Information Technology Industry Federation（CITIF）は、

Saixi認証を情報システム構築・サービス能力評価機関として採択
 CITIFは、中国の情報システム構築及びサービス分野の健全な発展のため、
「促進情報システム構築及びサービス能力評価」基準の実装を加速

 情報システムの構築とサービスに携わる企業は、当該評価を自主的に申請可能

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5945 h

tml

http //www.

cesi.cn/201

912/5958 h

tml
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共通分野関連記事詳細（16/25）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5933.html
http://www.cesi.cn/201912/5945.html
http://www.cesi.cn/201912/5958.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C7 国家規格
「オーディオ、
ビデオ、情
報技術及び
通信技術機
器パート1：
セキュリティ
要件」会議
の開催

12月25日CESIの電子製品安全基準WGは、国家規格「オーディオ、ビデオ、情報
技術及び通信技術機器パート1：セキュリティ要件」会議を開催
（12月17日）

 協議概要：
 提出されたドラフトに関し専門家レビューを実施、問題点の詳細につ
いて協議

 今後の予定：
 WG事務局は、強制的な国家標準申請を適時実施予定

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5959 h

tml

8-C8 「中国と主
要貿易地域
の標準制度
に関する差
異研究」に
関するNQI
包括的パ
フォーマン
ス評価会議
を開催

12月27日 「中国と主要貿易地域の標準制度に関する差異研究」に関するNQI包括
的パフォーマンス評価会議が開催（12月26日）

 背景・目的：
 中国標準化研究院（CNIS）は、「中国規格の海外での適用性に関す
る研究フェーズ1 」の下で、国家品質インフラストラクチャー（NQI）の
ために策定した国家重点研究開発計画の評価を行うための会議を企
図

 「中国の標準制度と主要地域との差異の研究」に関する7つの研究の
包括的なパフォーマンス評価を実施

 研究の概要：
 中国と欧州、アメリカ、北東アジア、アフリカ、その他の主要な国家規
格制度の違いについて体系的な調査と比較分析を実施
 研究結果は「一帯一路」構想の実施と相互接続イニシアチブの標
準化協力に活用

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191227

49197.html
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(5/10)

共通分野関連記事詳細（17/25）

共通テーマ別情報詳細

http://www.cesi.cn/201912/5959.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191227_49197.html
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共通 中国 8-C9 中国標準化
協会の纪正
昆理事長は、
2019年の
年末総会で
スピーチ

12月27日中国標準化協会（CAS）の纪正昆理事長は、2019年年末総会にて協会
の目指す5つの指針を発表

 5つの指針：
1. 自信の強化
2. 市場の開放

 今後発表予定の「中国標準化戦略2035」や「中国製造強国戦略
2035」などの国家戦略を踏まえつつ、標準化サービスを広く社会
に提供

3. デジタルやヘルスケアなど新興領域へのカバレッジの拡大
4. サービスの質の向上
5. 標準化領域でのリーダーシップの発揮

中国標準化
協会（CAS）

http //www.

china-

cas.org/zxd

txhxw/1951

jhtml

2450
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共通分野関連記事詳細（18/25）

共通テーマ別情報詳細

http://www.china-cas.org/zxdtxhxw/1951.jhtml
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共通 中国 8-C10 2019 年
DCMM国家
規格推進
会議が開催

12月9日 2019 年データセンター成熟度モデル（DCMM）国家規格推進会議が開催
（12月4日＠陕西、中国）

 主催：
 陕西省工業情報技術局、中国電子情報産業連盟、全国情報技術標
準化技術委員会ビッグデータ規格ワーキンググループ

 会議内容：
 全国情報技術標準化技術委員会Yin Zhuoビッグデータ規格ワーキン
ググループ議長、中国電子技術標準化院Zhang Qunビッグデータ・
人工知能研究所所長、メリルリンチZhao Maoデータソリューション
ディレクター、Zhuoxinzhi Heng Data Information Technologyの
Zhang Zhiguoゼネラルマネージャー、Digital Dream Research 

Institute Nian Canhua部長が登壇
 上記登壇者により、それぞれ「ビッグデータに関する国家規格の概
要」、「<データ管理能力成熟度評価モデル> DCMM国家規格の解
釈」、「データコアバリューマイニングを支援するためのデータライフサ
イクル管理の統合」「中国と台湾でのデータガバナンスの実現方法」
「新興インターネットがデジタル中国の構築を促進」のテーマで講演

 参加者：
 ビッグデータの分野の関連企業や機関から200人以上

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5884 h

tml
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共通分野関連記事詳細（19/25）
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http://www.cesi.cn/201912/5884.html
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共通 中国 8-C11 国家信用情
報共有プ
ラットフォー
ム標準及び
標準トレー
ニングクラス
の一部が
南京で開催

12月16日CNISは、国家信用情報共有プラットフォーム標準に関するトレーニングを
実施（12月10～11日＠南京）

 トレーニング概要：
 3つの領域に焦点を当て、トレーニングを実施

 公共信用情報標準システム
 公共信用情報レポート形式
 公共信用情報の基本用語

中国標準化
研究院（CNIS）

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/201912/t

20191216

49153.html
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https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/201912/t20191216_49153.html
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共通 中国 8-C12 当研究所は、
第9回中国
クラウドコン
ピューティン
グ標準及び
アプリケー
ション会議
を開催

12月23日CESIは、第9回中国クラウドコンピューティング規格及びアプリケーション
会議を開催（12月16〜17日＠北京）

 会議概要：
 イノベーション主導型オープンソースリーディングをテーマに、2つのメ
インフォーラムと6つのサブフォーラムを実施

 政界、産業界、学界より1,000人以上の代表者が参加
 CESIの発表内容：

 次世代クラウドコンピューティングホワイトペーパーを正式に発行
 ムーランオープンソースコミュニティにおける主要な成果を紹介

 ムーランライセンス限定版
 ムーランコミュニティオープンソースコードホスティングプラット
フォーム

 「オープンソースライセンスフレームワーク」及び「オープンソースプ
ロジェクト評価モデル」の2つの標準

 「情報技術クラウドコンピューティングエッジクラウドコンピューティング
のための一般的な技術要件」及び「クラウドネイティブアプリケーション
サポートプラットフォームの機能要件」を公開

 「次世代クラウドコンピューティングテクノロジーイノベーションユニット
リスト」及び「2019年のクラウドコンピューティング標準化における貢
献リスト」を公開

 分散ブロックストレージ、エッジクラウド、及びOpenStack製品コンプラ
イアンステストの3つの標準に合格した企業の最初のバッチに対して
証明書を発行

中国電子技術
標準化研究院
（CESI）

http //www.

cesi.cn/201

912/5948 h

tml
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(9/10)
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http://www.cesi.cn/201912/5948.html
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共通 中国/
国際

8-C13 中国企業に
よりITUのた
めに作成
されている
生体監視
規格

12月2日 中国テック企業は、顔認証、ビデオ監視、都市や車両分野における監視
に係る国連基準を策定している実績を活かし、ZTE、Dahua、China 

Telecom等が国際電気通信連合（ITU）に国際規格を提案
 背景：

 アフリカ、中東、アジアにおいてはITU標準が採用されることが多く、
中国当局は当該地域に監視技術と設備を数多く提供

 今後の予定：
 顔認証に関する規格草案は、2019年末までに完成予定

 人種、肌の色、顔のスタイル、あざ、傷跡、その他人口統計特性等
をデータベースに保存する際の要件を規定

 ITUは、2年以内に新規格を策定することを予定

BiometricUpda

te.com

https //ww

w biometric

update.co

m/201912/

standards-

for-

biometric-

surveillanc

e-being-

drafted-for-

itu-by-

chinese-

businesses
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共通分野関連記事詳細（22/25）

共通テーマ別情報詳細

https://www.biometricupdate.com/201912/standards-for-biometric-surveillance-being-drafted-for-itu-by-chinese-businesses
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共通 シンガ
ポール

8-A1 NUSがシン
クタンクを設
立し、技術
の法的問題
を調査

12月6日 シンガポール国立大学（NUS）は、人工知能（AI）、ロボット工学、および
データ分析分野の法的問題に関する研究センター（Trail）を開設

 研究センター概要：
 NUS法学部のDaniel Seng准教授のリードのもとNUS法学部Simon 

Chesterman学部長を含む12人の学術研究員で構成
 法学部David Tan教授とNUSのコンピューティングスクールの

Chang Ee-Chien教授がサポート
 AI、情報技術、データ分析、ロボティクスの展開に関連する規制上の
問題の研究をすでに開始

 コンピューターサイエンスと法律の観点からプライバシーとデータ保護
の問題についても調査中であり、今後バイオテクノロジーを取り巻く法
的および倫理的な問題を調査していく予定

The Straits 

Times

https //ww

w straitstim

es.com/tec

h/nus-

launches-

think-tank-

to-explore-

legal-

issues-in-

tech

タイ 8-A2 タイが5G技
術に関する
規制を草案

12月16日タイ政府は、5G技術にかかる規制を草案中であり、2020年にも発行
見込み

 概要：
 National Broadcasting and Telecommunications Commission
（NBTC）によると、タイ政府は2020年3月までに5G技術にかかる規制
を発行予定

 規制には、5Gの末端とネットワークに関連する規格が含まれており、
現在、官民で当該規格の内容について議論を実施中

Vietnam＋
https //en.vi

etnamplus.

vn/thailand

-drafts-

regulations

-for-

applying-

5g-

technology/

165579.vn

p

インド
ネシア

8-A3 政府、個人
データの
安全に係る
草案を完了

12月30日インドネシア通信情報省大臣は、個人データ保護に係る法律の草案作成
が完了したことを発表
 作成された草案は、下院への提出に対する大統領からの命令を待っている状態
であり、命令を受け次第提出がされる見込み

TEMPO.CO

English 

Version

https //en.t

empo.co/re

ad/128926

5/draft-on-

personal-

data-

security-

completed-

says-govt
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向

共通分野関連記事詳細（23/25）

共通テーマ別情報詳細

https://www.straitstimes.com/tech/nus-launches-think-tank-to-explore-legal-issues-in-tech
https://en.vietnamplus.vn/thailand-drafts-regulations-for-applying-5g-technology/165579.vnp
https://en.tempo.co/read/1289265/draft-on-personal-data-security-completed-says-govt
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共通 中国/
国際

8-O1 中国企業に
よりITUの
ために作成
されている
生体監視
規格

12月2日 中国テック企業は、顔認証、ビデオ監視、都市や車両分野における監視
に係る国連基準を策定している実績を活かし、ZTE、Dahua、China 

Telecom等が国際電気通信連合（ITU）に国際規格を提案
 背景：

 アフリカ、中東、アジアにおいてはITU標準が採用されることが多く、
中国当局は当該地域に監視技術と設備を数多く提供

 今後の予定：
 顔認証に関する規格草案は、2019年末までに完成予定

 人種、肌の色、顔のスタイル、あざ、傷跡、その他人口統計特性等
をデータベースに保存する際の要件を規定

 ITUは、2年以内に新規格を策定することを予定

BiometricUpda

te.com

https //ww

w biometric

update.co

m/201912/

standards-

for-

biometric-

surveillanc

e-being-

drafted-for-

itu-by-

chinese-

businesses

国際 8-O2 ISO、IEC、
ITUは、11
月の作業ア
イテムリスト
を発表

12月5日 国際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）、国際電気通信連合
（ITU）は、11月の作業アイテムリストを発表
 ISO、IEC、ITUは、作業の重複の回避と連携強化のため、共同で11月の作業進
捗をまとめたリストを公表

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=6

375e30e-

2da6-

4d88-

9307-

48956892f

67b
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共通分野関連記事詳細（24/25）

共通テーマ別情報詳細
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共通 国際 8-O3 ISAとアクロ
ン大学が協
働し、サイ
バーセキュ
リティコース
を提供

12月9日 ISAは、アクロン大学とプログラムISA/IEC 62443 Cybersecurity 

Certificate Programsの提供に関する契約を締結
 契約概要：

 アクロン大学は、キャンパス内でISA/IEC 62443 Cybersecurity 

Certificate Programsを提供
 産業用サイバーセキュリティ専門家人材の育成に関するアクロン
大学のカリキュラムを補完

The 

International 

Society of 

Automation 

(ISA)

https //ww

w isa.org/te

mplates/ne

ws-

detail.aspx

?id=16007

7

8-O4 2020年サイ
バーセキュ
リティ規格
実装会議

12月 ISOは、サイバーセキュリティ関連規格の内容解説や実装に関するワーク
ショップを開催予定（2020年5月13～14日＠米国）

 背景・目的：
 犯罪者や国家が、センシティブで重要なシステムの脆弱性に着目して
いることを受け、Industrial Automation and Control Systems (IACS) 
に対してISA / IEC 62443を実装するためのサイバーセキュリティに関
するワークショップを開催

 ワークショップにて取扱うトピック：
 産業のチェンジマネジメント
 攻撃からの人、プログラム、プロセスの防護
 リスク評価と優先事項の決定
 ISA/IEC 62443及び関連規格、枠組などの概説

The 

International 

Society of 

Automation 

(ISA)

https //ww

w isa.org/e

vents-

conference

s/events-

calendar/e

vent-

details/?pr

oductId=67

648423&ut

m source=

leadpages

&utm medi

um=referra

l&utm cam

paign=csic

2020
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ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
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ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
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✔ 欧州 1-E1 EU、暗号資産に関するパブリックコメントを開始
SC Media UK
欧州委員会

✔ 欧州 1-E2 ESMAは短期的な防護手段としてESG開示を支持 IPE International Publishers

✔ ✔ 欧州 1-E3
ハイテク企業は、違法コンテンツに対する責任を負わないよう

EUに主張
Financial Times

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E4 デジタルサービス税：その状況 Ecommerce Europe

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E5
議会は欧州のグリーンディールを支持し、さらに高い野心を推
進

欧州議会

✔ 欧州 1-E6
ETSIはEUトラストサービスのグローバルな受け入れに
関する技術レポートを発行

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ 英国 1-E7 BSIが最初の持続可能な金融基準ガイドを開始
Finextra

BSI

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E8 欧州委、欧州グリーン・ディールの資金提供メカニズムを提案 JETRO

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E9
産業団体などがグリーン・ディールの資金メカニズムに
意見表明

JETRO

✔ スイス 1-E10
スイス、リブラに対する姿勢を軟化──年末には前大統領がリ
ブラは「失敗した」と発言

coindesk JAPAN

✔ ✔ ✔ 欧州 1-E11 Horizon EuropeのEU経済と社会への影響を最大化 Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ ✔ 米国 1-U1
NISTは、プライバシーフレームワークのバージョン1.0を
発行

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ 米国 1-U2
仕事の目的：なぜBlackRock CEOのレターがすべての
ブランドにとっての警鐘か？

Forbes

✔ 米国 1-U3
米国証券取引委員会(SEC)は、気候変動に関連する
情報開示の現状を維持

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

✔ 中国 1-C1

金融業界規格「金融データのセキュリティおよびデータ
セキュリティの分類に関するガイド」に対する意見募集の
お知らせ

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ ✔ 中国 1-C2
「内陸航行支援標識」等8つの国家強制規格策定および
改訂計画に関するお知らせ

国家市場監督管理総局(SAMR)
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(1/23)
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ｴﾈﾙｷﾞｰ
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Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ 中国 1-C3

「マルチパーティセキュアコンピューティングの金融への
適用に関する技術仕様」を含む3つの金融業界規格に
対する意見募集のお知らせ

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ ✔ 中国 1-C4
中国電子技術標準化研究院とアリババが戦略的協力活動計
画会議を開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 1-C5
中国の中央銀行がデジタル通貨の「トップレベル」設計を完了
したと発表

The Block

✔ 中国 1-C6
北京の金融規制局長が仮想通貨取引は中国では認可
されないと発言

8BTC

✔ 中国 1-C7
中国は今年外国投資を増加させるためにネット銀行の
規則を制定予定：関係筋

Reuters

✔ 中国 1-C8
国家金融規格「ATMのサービス仕様」のドラフトに対する意見
募集

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C9
金融業界規格「バンキングソフトウェアのテスト環境管理
仕様」のドラフトに関する意見募集

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C10
「分散データベーステクノロジーの金融アプリケーション
仕様」を含む7つの金融業界規格に対する意見募集

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C11
中国はFacebookのLibraに対抗するためのデジタル通貨の
開発を急がずに世界的な議論に参加するよう警告

South China Morning Post

✔ ✔ 中国 1-C12
国家統合オンライン政府サービスプラットフォームが電子証明
書標準化のためのトレーニングセッションを開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ インドネシア 1-A1
インドネシアは統一QRコードを義務付け、Eウォレットに
固定手数料を設定

Tech in Asia

✔ マレーシア 1-A2
マレーシアの新しい規制により、IEOによるデジタル
トークンを許可

Fintech Malaysia

✔ ✔ ✔ タイ 1-A3 タイのデータ保護法の準備が整う Computer Weekly.com

✔ ✔ ✔ タイ 1-A4
ETDAは、デジタルID法案とデジタルIDサンドボックス法案に
関する意見聴取会を開催

タイ電子取引開発機構(ETDA)
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テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(2/23)
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ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
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ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ シンガポール 1-A5

世界最大のビジネス組織がシンガポール政府や主要な
業界のパートナーとの取組みに参加しグローバルな
デジタル化を推進

情報通信メディア開発庁(IMDA)

✔ シンガポール 1-A6
シンガポール、「決済サービス法」施行－仮想通貨各社にチャ
ンス

Bloomberg

✔ ✔ ✔ インドネシア 1-A7
インドネシア、デジタル経済の好況の中において新たな
法律でデータ保護を強化

Reuters

✔ ✔ ✔ タイ 1-A8 マルチクラウドとPDPAによるサイバーセキュリティの更新 タイ電子取引開発機構(ETDA)

✔ 国際 1-O1 持続可能な未来に向けた枠組みの構築
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 1-O2 お金の移動
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 1-O3 全ての人の為の金融サービス
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 1-O4 デジタル通貨の安値
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 1-O5 デジタル通過調査で協力する6つの主要中央銀行
cointelegraph

Bank of England

✔ 国際 1-O6
WEFは、中央銀行によるデジタル通貨の評価、設計を
支援するフレームワークを形成

Business Standard

✔ 国際 1-O7
WEFはデジタル通貨ガバナンスのための最初の
グローバルコンソーシアムを形成

Business Standard

✔ 欧州 2-E1
新しいガイダンスは、MDR、IVDRの下でデバイス
サイバーセキュリティを対象に

RAPS

✔ 欧州/米国 2-E2 ロボット手術の規制を検討する必要 The Regulatory Review

✔ ✔ ✔ ドイツ 2-E3 DINとDKEのスマート及び電子繊維 Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ 欧州 2-E4
高齢者の脆弱性管理のための新しい商業前調達
プロジェクトeCareの立ち上げ

欧州委員会
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テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(3/23)
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ 欧州
2-E5

デジタルサービス税：その状況 Ecommerce Europe

✔ 欧州/ドイツ 2-E6 ドイツは100万ゲノムイニシアチブに参加 欧州委員会

✔ ✔ 欧州 2-E7
EUは、すべてのスマートフォンに対するUSB-C採用の
強制化について投票予定

xdadevelopers

the Resister
欧州議会

✔ 欧州 2-E8 EU、公共の場での顔認識の一時的な禁止に注目 The Guardian

✔ 欧州 2-E9
ETSIは、次の2つの主要な標準を発行：次世代112と高度な
モバイルロケーション

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ドイツ 2-E10 エネルギー表示条例により167テラワットのエネルギーを節約
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik im DIN und 

VDE (DKE)

✔ 欧州 2-E11 医療におけるAI– COCIRの使用例
European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and 

Healthcare IT Industry(COCIR)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E12 2020作業プログラムが公開されました！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E13 専門家の募集–エコデザインの標準化
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ 英国 2-E14
MDR及びIVDRに対する2番目の正誤表。警戒報告–
更新された製造者インシデント報告(MIR)フォーム

British Standards Institution (BSI)

✔ ✔ 欧州 2-E15
米アップル、EUのスマホ充電ケーブル端子規格統一化に反
対

Reuters

✔ 欧州 2-E16
新しいEN 17269「健康情報学-国際患者要約」(IPS)は、世界
中で良好なレベルのケアを保証

CEN/CENELEC

✔ ✔ 欧州
2-E17 アップルは問題の渦中に、欧州は共通の充電ポートの

規制を通過
FOSSBYTES

engadget

✔ 欧州 2-E18 EN 301 549 V3.1.1(2019-11)公開
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)
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✔ 欧州 2-E19
EU MDR及び IVDRに関するこれらのセッションをお見逃しな
く

medionline

✔ ✔ 欧州 2-E20
年齢に優しい建物、都市、環境のための革新-
アクショングループ会議

欧州委員会

✔ ✔ 欧州 2-E21 スマートシティとコミュニティに関する公開会議
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E22 ANECは材料効率に関する新しいCENELEC WGに参加
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ 米国 2-U1
MedTechアップデート2020：医療技術領域において注目すべ
き法、規制上の問題

Akin Gump

✔ 欧州/米国 2-U2 ロボット手術の規制を検討する必要 The Regulatory Review

✔ 米国 2-U3 2020年におけるスマートホームに関する5大トレンド Forbes

✔ 米国 2-U4
米国FDAは、ISO 14971の最新版を医療機器の規格
として承認

EMERGO

✔ ✔ ✔ 米国
2-U5 NISTは、プライバシーフレームワークのバージョン1.0を

発行
National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ 米国 2-U6
知っていましたか？

(ヘルステック分野について)

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 2-U7
ULと退役軍人省による研究は、より堅ろうなコネクティド
医療機器に貢献すると期待

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 2-U8 政府レポートは、臨床研究推進におけるAIの役割に言及
The Association of Clinical Research 

Professionals (ACRP)

✔ 米国 2-U9 SMART Health IT Projectは、患者の健康データに着目 Healthcare Innovation

✔ ✔ 米国 2-U10
募集：人間の選択に影響を与えるロボット、インテリジェント、
自律システムへの倫理の適応に関するThought Leader

IEEE Robotics ＆ Automation Society 

(RAS)
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✔ 米国 2-U11
ヘルスケアデータへの患者のアクセスに関する連邦規制に、
電子医療記録(EMR)ベンダーが反対

Computerworld

✔ ✔ 米国 2-U12

OCFは、世界で初のスマートホームの国際規格を発表；
新たなクラウドインターフェースに基づくスマートホーム
ソリューションをCES 2020で展示予定

The Open Connectivity Foundation (OCF)

✔ ✔ 中国 2-C1

国家規格「フラットパネルテレビおよびセットトップボックスのエ
ネルギー効率許容値およびエネルギー効率評価

(ドラフト)」に対する意見募集
国家標準化管理委員会(SAC)

✔ 中国 2-C2
「高齢者介護施設のサービスの安全性に関する基本
仕様」強制国家規格に関する国務院の説明会

中国国務院新聞弁公室

✔ 中国 2-C3
工業情報化部はアウトブレイクの予防と制御のための
ビッグデータ専門家会議を開催

中国工業情報化部

✔ ✔ 中国 2-C4 7月に発行された新たなエアコンのエネルギー効率規格 中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ ✔ タイ
2-A1

タイのデータ保護法の準備が整う Computer Weekly.com

✔ ✔ ✔ タイ
2-A2 ETDAは、デジタルID法案とデジタルIDサンドボックス法案に

関する意見聴取会を開催
タイ電子取引開発機構(ETDA)

✔ ✔ ✔ インドネシア
2-A3 インドネシア、デジタル経済の好況の中において新たな

法律でデータ保護を強化
Reuters

✔ ✔ ✔ タイ
2-A4

マルチクラウドとPDPAによるサイバーセキュリティの更新 タイ電子取引開発機構(ETDA)

✔ 国際 2-O1 AIが乳がんのスクリーニングを改善する方法
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O2 医療用画像機器の改修プロセス
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ドイツ 3-E1 DINとDKEのスマート及び電子繊維 Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ 米国 3-U1
ASTMインターナショナルは、付加製造の人材認証
プログラムを開催

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)
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✔ 米国 3-U2
80人の付加製造の専門家は、2020年に着目すべき3D
プリンティングのトレンドを予想

3D Printing Industry

✔ ✔ 米国
3-U3 募集：人間の選択に影響を与えるロボット、インテリジェント、

自律システムへの倫理の適応に関するThought Leader

IEEE Robotics ＆ Automation Society 

(RAS)

✔ ✔ 米国
3-U4

OCFは、世界で初のスマートホームの国際規格を発表；
新たなクラウドインターフェースに基づくスマートホーム
ソリューションをCES 2020で展示予定

The Open Connectivity Foundation (OCF)

✔ 中国 3-C1
2020年 IEEE インテリジェントマニュファクチャリング標準化
委員会規格提案募集のお知らせ

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 3-C2

全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員会の
機械知能のデータコーディング規格ワーキンググループの初
回会議が開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 国際 3-O1
スマートマニュファクチャリングにおけるAIテクノロジーに
関する重要な問い

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 欧州 4-E1
交通安全：標準的な車両の安全性に大きな変化をもたらす規
則が施行

EU Today

✔ 欧州 4-E2
交通安全：標準的な車両の安全性について大きな変化をもた
らす規則が施行

European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs. 

Standardization mandates

EUR-Lex

✔ ✔ ✔ ドイツ
4-E3

DINとDKEのスマート及び電子繊維 Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ ✔ 欧州 4-E4
ACEA連合は、持続可能な燃料とLPGを放棄しないようにEC
に要請

just-auto
欧州自動車工業会(ACEA)

✔ ✔ 欧州 4-E5
天然ガスと再生可能ガス：燃料交換インフラストラクチャの展
開を加速するための共同要求

欧州自動車工業会(ACEA)

✔ ✔ ドイツ 4-E6
VDA | NA AutomobileとVDE | DKEはeモビリティ標準化の
ための戦略的パートナーシップを拡大

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik e.V. (VDE)

✔ ✔ ✔ 欧州 4-E7
欧州自動車工業会、EUグリーンディールの下でカーボン
ニュートラル計画を策定

MARKLINES
欧州自動車工業会(ACEA)
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✔ 欧州 4-E8 ISOがシェアリングエコノミーに取り組む
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ 欧州
4-E9 年齢に優しい建物、都市、環境のための革新-アクション

グループ会議
欧州委員会

✔ ✔ ✔ 欧州 4-E10 ACI EUROPEが初の航空サステナビリティサミットを開催
AITPORTWORLD

ACI EUROPE

✔ ✔ 欧州
4-E11

スマートシティとコミュニティに関する公開会議
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ 米国 4-U1
欧州とは対照的に、米国はAIに対して緩やかな規制を
推進

Politico

✔ ✔ ✔ 米国 4-U2
民主党は、2050年までに米国のカーボンニュートラルを
実現するための法案の概要を提示

The Hill

✔ 米国 4-U3
ANSIは、米国運輸省の非従来型新興交通技術に関する情
報提供依頼に回答

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U4 自動運転の安全規制の必要性に関する声明 Center for Auto Safety

✔ 米国 4-U5
米国の交通プランは自動運転技術に関する自主規格を
支持

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国 4-U6 ANSIは、中国自動車技術研究センターと覚書を締結
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U7
ASTMインターナショナルの新たなドローン操縦訓練規格を承
認

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ 米国 4-U8 電池に関するUL 62133規格群 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ 米国 4-U9
GMは、カリフォルニアCO2排出量規制への反対は、電気自
動車への早期シフトのためであると表明

electrek

✔ 米国 4-U10
スマートコロンバスプログラム：システムアーキテクチャと標準
化計画

Institute of Transportation Engineers (ITE) 
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✔ 中国 4-C1 2020年第1四半期の自動車規格の説明会に関するお知らせ 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C2

推奨国家規格「車両用電源バッテリーのリサイクルと利用
パート4：高頻度使用製品の識別」のドラフトに対する意見募
集

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C3 2019年の国家規格発表第17号 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C4 EV-TEST 2019年第2回評価結果発表会が開催 中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ ✔ ✔ 中国 4-C5 中国がNEVバッテリーリサイクル規制を開始 argus

✔ 中国 4-C6 工業情報化部による2019年第61号の発表 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C7 Tiecheng所長がトヨタ上田達郎中国本部長の訪問を歓迎 中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C8

Tiecheng所長がサウスウエスト・リサーチ・インスティテュート

Walter Downingエグゼクティブバイスプレジデントの訪問を
歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C9
Li Yan副所長がミシュラン(中国)Kamran Vossoughi社長の
訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C10
Tiecheng所長がGeely Automobile Feng Qingfeng
副社長の訪問を歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C11
中国自動車技術研究センターが全国科学技術進歩賞2019に
おいて第2位を受賞

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C12
Tiechengがドイツ自動車産業協会Dai Siheng会長の訪問を
歓迎

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C13

自動標準化委員会が「LTE-V2X直接接続通信に基づく
車両情報インタラクションシステムのGB / T(推奨国家
規格)技術要件」に関する最初の試験検証を完了

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C14 2019年国家規格発表第19号 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C15
中国自動車工業会と全国自動車標準化技術委員会が
意見交換

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)
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✔ 中国 4-C16 金陵で発表された車両の強制国家規格 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C17
[正式リリース] 2020版自動車規格マップシステムが
リリース

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C18
[正式解釈]乗用車の第5段階の燃料消費基準理解のための1
分間

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C19
強制国家規格「自動事故記録システム」に関する技術会議が
天津で開催

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C20
中国が電気自動車向けのバッテリー交換システムを
取り入れ

Bloomberg Green

✔ 中国 4-C21
策定中の国家規格「新タイプの質の高い都市の都市化
評価指標システム」に対する意見募集

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 4-C22

Li Yan副所長が世界初の無人電気コンテナトラックの
キックオフ会議及び「港湾インテリジェントネットワーク
コネクティッド実証実験区域共同設立枠組み合意書」の
調印式に出席

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C23
中国自動車技術研究センターがモロッコの電気自動車
標準技術委員会会員として承認

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C24

朗報！中国自動車技術研究センターの試験認証部門で
ある天津自動車試験センターが申請した「天津インテリ
ジェント車両試験技術研究センター」の設立が承認

中国自動車技術研究センター(CATARC)

✔ 中国 4-C25

中国の代表団が自動運転機能要件と試験評価方法に
関する国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)
非公式ワーキンググループ会議に参加

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C26

初公開！「インテリジェントコネクティッドカー試験基準及び知
的財産サービスプラットフォーム」が工業情報化部の
主要タスクとしての最終候補に

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C27
推奨国家規格「自動車製品の取扱説明書」のドラフトに
対する意見募集

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)
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✔ 中国 4-C28
推奨国家規格「車両の統合診断サービス」のドラフトに
対する意見募集(2月22日まで)

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C29
推奨国家規格「コントローラエリアネットワークの診断通信シ
ンボルに基づく道路車両」のドラフトに対する意見募集

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C30
「インテリジェントビークル技術及び規格と規制に関する
第6回国際会議(ICV 2020)」開催のお知らせ

全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C31

中国電子技術標準化研究院が雄安新区インテリジェント
インフラストラクチャ標準フレームワークとスマートアクセスデ
バイス製品キックオフ会議を共催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ シンガポール 4-A1
アクティブモビリティ法改正により、歩道における禁止の
対象がEスクーターからすべての電動PMDに拡大

Channel News Asia

✔ ベトナム 4-A2 ベトナムがドローンの規制を強化 VnExpress

✔ タイ 4-A3 今年からの商用ドローン飛行にライセンスが必要 Bangkok Post

✔ タイ 4-A4 EVロードマップが起草 Bangkok Post

✔ 国際 4-O1 スマートシティのための参照アーキテクチャの開発
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 4-O2 オープンチケットの標準を推進するためのコラボレーション Railway Gazette

✔ ✔ 英国 5-E1
マンチェスターとリバプールで認定された英国初の
ネットゼロオフィス

edie

✔ ✔ 欧州 5-E2
入札募集–エコデザインとエネルギー表示に関連する
標準化作業に対する消費者の関心の表明

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E3
欧州委員会、循環型経済行動計画に関するロードマップを公
開

Ecommerce Europe

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E4 議会は欧州のグリーンディールを支持し、さらに高い野心を推

進
欧州議会

✔ ✔ 欧州
5-E5 EUは、すべてのスマートフォンに対するUSB-C採用の

強制化について投票予定

xdadevelopers

the Resister
欧州議会
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✔ 欧州 5-E6
2020年の新しい循環経済行動計画のロードマップ

ANECコメント

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ 欧州 5-E7
物質効率に関するM / 543シリーズの水平規格がまもなく完
成

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ ドイツ 5-E8
ドイツは、生物経済及びバイオベースの製品を支援する

36億ユーロの計画を支持
BIO MARKET INSIGHTS

✔ 欧州 5-E9 環境：欧州委員会の循環経済ロードマップ協議への対応 Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ ✔ ドイツ
5-E10

エネルギー表示条例により167テラワットのエネルギーを節約
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik im DIN und 

VDE (DKE)

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E11

欧州委、欧州グリーン・ディールの資金提供メカニズムを提案 JETRO

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E12

2020作業プログラムが公開されました！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E13 産業団体などがグリーン・ディールの資金メカニズムに

意見表明
JETRO

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E14

専門家の募集–エコデザインの標準化
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ 欧州
5-E15 米アップル、EUのスマホ充電ケーブル端子規格統一化に反

対
Reuters

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E16 欧州自動車工業会、EUグリーンディールの下でカーボン

ニュートラル計画を策定
MARKLINES
欧州自動車工業会(ACEA)

✔ 欧州 5-E17 海洋を救う10年– ECOSはブルーマニフェストに署名
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E18
新しく開発されたEN 17351：2020は、バイオベースの製品の
酸素含有量を決定するのに役立つ

CEN/CENELEC

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E19

Horizon EuropeのEU経済と社会への影響を最大化 Europe’s Technology Industries (Orgalim)
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✔ ✔ 欧州
5-E20 アップルは問題の渦中に、欧州は共通の充電ポートの

規制を通過
FOSSBYTES

engadget

✔ ✔ 欧州 5-E21 耐久性と修理性に関する水平基準
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ 欧州 5-E22
CENとCENELECのIndustry Advisory Forum(IAF)は、

1月22日に会議を開催
CEN/CENELEC

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E23

ACI EUROPEが初の航空サステナビリティサミットを開催
AITPORTWORLD

ACI EUROPE

✔ ✔ 欧州 5-E24
環境に優しい未来：ヨーロッパは模範を示し、先導することが
必要

欧州経済社会委員会

✔ ✔ 欧州 5-E25 EEPLIANT3諮問委員会会議
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E26

ANECは材料効率に関する新しいCENELEC WGに参加
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ フランス 5-E27
ライフサイクルの観点：管理システムにパフォーマンスを
統合する方法

Association française de normalization 

(AFNOR)

✔ ✔ ✔ 米国
5-U1 民主党は、2050年までに米国のカーボンニュートラルを

実現するための法案の概要を提示
The Hill

✔ ✔ 米国 5-U2
米国農務省は、新たなエタノール混合販売施設への
インセンティブプログラムに対し意見を募集

Green Car Congress

✔ ✔ ✔ 中国
5-C1

中国がNEVバッテリーリサイクル規制を開始 argus

✔ ✔ 中国
5-C2 「内陸航行支援標識」等8つの国家強制規格策定および

改訂計画に関するお知らせ
国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ 中国 5-C3

「省エネとサーキュラーエコノミーの標準化パイロットに
関する研究」を含む3つの標準技術管理プロジェクトの
専門家評価が完了

中国標準化研究院(CNIS)
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✔ 中国 5-C4
中国標準化研究院は、第一回「一帯一路」グリーン生産性
リーダーに選出

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 5-C5 中国が銅及びアルミニウムスクラップの新たな基準を発表 Reuters

✔ ✔ 中国 5-C6
国家開発改革委員会が「プラスチック汚染管理のさらなる強
化に関する意見」について記者の質問に回答

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 5-C7

エレクトロニクス業界規格「電気電子製品における有害
物質の使用制限に関する要件」のドラフトに対する意見
募集

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 5-C8
第2回全国製品リサイクル管理標準化技術委員会2019年次
総会が北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国 5-C9
全国グリーン製品評価標準化総括グループの第3回全体会
議と2019年次総会が北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ インドネシア 5-A1
PLNが取引可能な再生可能エネルギー証明書を発行し、ク
リーンエネルギーを促進

The Jakarta Post

✔ タイ 5-A2
サーキュラエコノミー規格に関するワークショップ：
持続可能性と開発のバランス

タイ工業規格局(TISI)

✔ 国際 5-O1 循環経済に関する次のIECウェビナーに参加
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ 欧州
6-E1 交通安全：標準的な車両の安全性に大きな変化を

もたらす規則が施行
EU Today

✔ ✔ 英国
6-E2 マンチェスターとリバプールで認定された英国初の

ネットゼロオフィス
edie

✔ ✔ 欧州
6-E3 入札募集–エコデザインとエネルギー表示に関連する

標準化作業に対する消費者の関心の表明
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ 欧州
6-E4 ACEA連合は、持続可能な燃料とLPGを放棄しないようにEC

に要請
just-auto
欧州自動車工業会(ACEA)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E5 議会は欧州のグリーンディールを支持し、さらに高い野心を推

進
欧州議会

✔ ドイツ 6-E6
ドイツは石炭火力発電所の停止を加速するために数十億を
支払う

The Guardian

Climate Home News
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✔
欧州/スウェー
デン

6-E7 スウェーデンで環境配慮ビジネスとして水素に注目 JETRO

✔ 欧州 6-E8

エネルギーと気候：スマートグリッドの展開を加速：クリーンエ
ネルギーパッケージをサポートする最新のEUスマート
グリッドタスクフォースの推奨事項を実装

Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ ✔ ドイツ
6-E9

エネルギー表示条例により167テラワットのエネルギーを節約
Deutsche Kommission Elektrotechnik 

Elektronik Informationstechnik im DIN und 

VDE (DKE)

✔ ✔ 欧州
6-E10 物質効率に関するM / 543シリーズの水平規格がまもなく完

成
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ ドイツ
6-E11 ドイツは、生物経済及びバイオベースの製品を支援する

36億ユーロの計画を支持
BIO MARKET INSIGHTS

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E12

欧州委、欧州グリーン・ディールの資金提供メカニズムを提案 JETRO

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E13

2020作業プログラムが公開されました！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ 欧州
6-E14 天然ガスと再生可能ガス：燃料交換インフラストラクチャの展

開を加速するための共同要求
欧州自動車工業会(ACEA)

✔ ✔ ドイツ
6-E15 VDA | NA AutomobileとVDE | DKEはeモビリティ標準化の

ための戦略的パートナーシップを拡大
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik e.V. (VDE)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E16 産業団体などがグリーン・ディールの資金メカニズムに

意見表明
JETRO

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E17

専門家の募集–エコデザインの標準化
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation(ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E18 欧州自動車工業会、EUグリーンディールの下でカーボン

ニュートラル計画を策定
MARKLINES
欧州自動車工業会(ACEA)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E19

Horizon EuropeのEU経済と社会への影響を最大化 Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ 欧州
6-E20 新しく開発されたEN 17351：2020は、バイオベースの製品の

酸素含有量を決定するのに役立つ
CEN/CENELEC
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✔ ✔ 欧州
6-E21

耐久性と修理性に関する水平基準
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ 欧州 6-E22
「マイクログリッドの配電アプリケーションの参照モデル」に関
するCEN-CENELECワークショップ

CEN/CENELEC

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E23

ACI EUROPEが初の航空サステナビリティサミットを開催
AITPORTWORLD

ACI EUROPE

✔ ✔ 欧州
6-E24 CENとCENELECのIndustry Advisory Forum(IAF)は、

1月22日に会議を開催
CEN/CENELEC

✔ ✔ 欧州
6-E25 環境に優しい未来：ヨーロッパは模範を示し、先導することが

必要
欧州経済社会委員会

✔ 欧州 6-E26
NEXTOWERで提案されたワークショップ集光型太陽光
発電による平坦なセラミック試験片の超高温加速劣化

Comité Européen de Normalisation (CEN)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E27

ANECは材料効率に関する新しいCENELEC WGに参加
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ 欧州
6-E28

EEPLIANT3諮問委員会会議
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ 米国 6-U1
より明るくグリーンな新年：調査によるとより多くの住宅
保有者が、家庭用ソーラーパネルを検討

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国
6-U2 民主党は、2050年までに米国のカーボンニュートラルを

実現するための法案の概要を提示
The Hill

✔ ✔ 米国
6-U3 米国農務省は、新たなエタノール混合販売施設への

インセンティブプログラムに対し意見を募集
Green Car Congress

✔ 米国 6-U4 ANSIは、中国のシェールガス規格代表団を歓迎
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ 米国
6-U5

ANSIは、中国自動車技術研究センターと覚書を締結
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 6-U6 裁判所は、米国製油所のバイオ燃料免除規定を疑問視 Reuters
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✔ ✔ 米国
6-U7

電池に関するUL 62133規格群 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ 米国
6-U8 GMは、カリフォルニアCO2排出量規制への反対は、電気自

動車への早期シフトのためであると表明
electrek

✔ 中国 6-C1

「産業用電気加熱装置の省エネモニタリング方法」と「蒸気加
熱装置の省エネモニタリング方法」の2つの国家規格のレ
ビューが完了

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国
6-C2

国家規格「フラットパネルテレビおよびセットトップボックスのエ
ネルギー効率許容値およびエネルギー効率評価

(ドラフト)」に対する意見募集
国家標準化管理委員会(SAC)

✔ ✔ ✔ 中国
6-C3

中国がNEVバッテリーリサイクル規制を開始 argus

✔ 中国 6-C4
国家省エネ標準化実証プロジェクトの中間評価会議が
北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国
6-C5

「省エネとサーキュラーエコノミーの標準化パイロットに
関する研究」を含む3つの標準技術管理プロジェクトの
専門家評価が完了

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 6-C6
団体規格「博物館のエネルギー管理システム構築および実装
ガイド」の発表会が北京で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 6-C7
全国エネルギー管理標準化委員会の第二期技術委員会が発
足

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国
6-C8

7月に発行された新たなエアコンのエネルギー効率規格 中国標準化研究院(CNIS)

✔ 中国 6-C9
中国省エネ協会公共機関の省エネ専門委員会の総会が北京
で開催

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ 中国
6-C10 全国グリーン製品評価標準化総括グループの第3回全体会

議と2019年次総会が北京で開催
中国標準化研究院(CNIS)

✔ 国際 6-O1 産業は二酸化炭素排出量を削減できますか？
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 6-O2
2020年エネルギーマネジメントリーダーシップコンテストが開
催！

Clean Energy Ministerial (CEM) 
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✔ ✔ 欧州
7-E1 ハイテク企業は、違法コンテンツに対する責任を負わないよう

EUに主張
Financial Times

✔ 英国 7-E2
FacebookとeBayは、英国からの警告の後、偽レビューを取
引するユーザーを禁止

CNBC

✔ ✔ ✔ 欧州
7-E3

デジタルサービス税：その状況
Ecommerce Europe

✔ ✔ 欧州
7-E4 欧州委員会、循環型経済行動計画に関するロードマップを公

開
Ecommerce Europe

✔ 欧州 7-E5 消費者保護協力規則を適用
Ecommerce Europe

✔ 欧州/フランス 7-E6 ARMOとFEVADはヨーロッパの主要な政策立案者と会合
Ecommerce Europe

✔ 欧州 7-E7

オンラインショッピング：欧州委員会と消費者保護当局は
トレーダーに対し、EUの法律に沿った情報ポリシーを導入す
るよう推奨

欧州委員会

✔ ドイツ 7-E8
ニュルブルクリンクでのNEXUS eコマースフェアのすべての
ハイライト

Händlerbund 

✔ 欧州 7-E9
Ecommerce Europe は、ニューヨークのFIRA及びNRF2020
でEU部門の関心を表明

Ecommerce Europe

✔ ✔ ✔ 米国
7-U1 NISTは、プライバシーフレームワークのバージョン1.0を

発行
National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ 中国 7-C1
中国当局、インターネット大手も標的に－独占禁止法の
見直しで

Bloomberg

✔ ✔ 中国
7-C2

「マルチパーティセキュアコンピューティングの金融への
適用に関する技術仕様」を含む3つの金融業界規格に
対する意見募集のお知らせ

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ ✔ 中国
7-C3 中国電子技術標準化研究院とアリババが戦略的協力活動計

画会議を開催
中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ 中国
7-C4 国家開発改革委員会が「プラスチック汚染管理のさらなる強

化に関する意見」について記者の質問に回答
中国標準化研究院(CNIS)
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✔ 中国 7-C5
中国がホテルのオンラインサービスの品質を評価する
新たな基準を発表

Hotel New Resource

✔ 中国 7-C6
全国の市場監督管理部門が迅速に対応－野生動物市場の
監督強化

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ ✔ 中国
7-C7 国家統合オンライン政府サービスプラットフォームが電子証明

書標準化のためのトレーニングセッションを開催
中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ インドネシア 7-A1
Eコマースに関するインドネシアの法律：明確なガイドラインで

2021年11月までに遵守
ASEAN Briefing

✔ ✔ インドネシア
7-A2 インドネシアは統一QRコードを義務付け、Eウォレットに

固定手数料を設定
Tech in Asia

✔ ✔ ✔ タイ
7-A3

タイのデータ保護法の準備が整う Computer Weekly.com

✔ ✔ ✔ タイ
7-A4 ETDAは、デジタルID法案とデジタルIDサンドボックス法案に

関する意見聴取会を開催
タイ電子取引開発機構(ETDA)

✔ ✔ シンガポール
7-A5

世界最大のビジネス組織がシンガポール政府や主要な
業界のパートナーとの取組みに参加しグローバルな
デジタル化を推進

情報通信メディア開発庁(IMDA)

✔ ✔ ✔ インドネシア
7-A6 インドネシア、デジタル経済の好況の中において新たな

法律でデータ保護を強化
Reuters

✔ ✔ ✔ タイ
7-A7

マルチクラウドとPDPAによるサイバーセキュリティの更新 タイ電子取引開発機構(ETDA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州/米国 8-E1 厳しいAI規制を避けるよう、ホワイトハウスはEUに要求 EURACTIV

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E2
ETSIマルチアクセスエッジコンピューティングは、NFVとネット
ワークスライシングに基づく

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E3
NTT DATA UKは、英国政府と協力して、5Gネットワークのセ
キュリティ「ストレステスト」フレームワークを作成

total telecom

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E4
Orgalimが産業用AIの欧州アジェンダに関する技術産業のマ
ニフェストを発表

Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E5 EUは5GでHuaweiを禁止しない CommsMEA
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州/米国 8-E6
Google CEOは、米国とEUの計画が異なることを受け、
整合したAI規制を要求

The National

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E7
Standards + Innovationの新しいWebサイトをご覧
ください！

CEN/CENELEC

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E8
【EU】欧州司法裁、企業保有の個人情報をテロ対策目的で当
局に共有させる法律はEU法違反と見解

Sustainable Japan

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E9 AI：EUは消費者に公正で安全な使用を保証 欧州議会

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E10
単一市場向けの新規取引の形成：整合規格に関する共同声
明

Europe’s Technology Industries (Orgalim)

European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and 

Healthcare IT Industry(COCIR)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E11 EU、ファーウェイ完全排除せず 欧州委が勧告 日本経済新聞

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 英国 8-E12 英国、5G通信にファーウェイ製品を限定容認 米は反対 日経XTECH

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E13 欧州委、AI規制で高い基準の導入を検討 NNA Europe

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E14 ANEC作業プログラム2020

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E15 ETSI EN 303 645 V2.0.0に関するお問い合わせ
European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E16 CPDP 2020-データ保護とAI 欧州委員会

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E17 standICTプロジェクトの最終イベント

European Association for the Co-ordination 

of Consumer Representation in 

Standardization(ANEC)

Fraunhofer Institute for Algorithms and 

Scientific Computing SCAI

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U1 IoTセキュリティ：合理的なセキュリティとは？ UL Identity Management & Security

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州/米国
8-U2

厳しいAI規制を避けるよう、ホワイトハウスはEUに要求 EURACTIV

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U3
AIのニュース：米国行政管理予算局(OMB)は、AIの活用に関
する規制のためのガイドライン草案を発表

American National Standards Institute 

(ANSI)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U4 2019年のサイバーセキュリティ法制
National Conference of State Legislatures 

(NCSL)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U5
米国上院は、IoTワーキンググループ設立のための法案を可
決

Federal Computer Week (FCW)

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U6 技術規制は、倫理的なアルゴリズムの設計に基づくべき Brookings Institution

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U7
NISTは、IoTサイバーセキュリティ機器ガイダンスの修正案に
コメントを募集

National Law Review

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U8
プライバシー保護のアップデート：NISTは自主的なオンライン
プライバシーのフレームワークを発表

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U9
TIAは、業界主導の電気通信ネットワーク及びサプライチェー
ンセキュリティに関する規格、プログラムを策定開始

Telecommunications Industry Association 

(TIA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州/米国
8-U10 Google CEOは、米国とEUの計画が異なることを受け、

整合したAI規制を要求
The National

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U11
米国の寛容なプライバシー規制は、GDPRを骨抜きにする
か？

EUobserver

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U12
IoT CommunityとIEEEは、産業のIoTの活用促進のために
協働することを発表

IEEE

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U13 プライバシーの日にあたり、これからの道のりを考える IBM

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U14
Amedican Way Courseに登録を：米国の国家規格策定
プロセス

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C1
工業情報化部がChina Radio and Television Networkに対
して4.9GHz帯域の5Gテスト周波数の使用を認可

中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C2
「情報技術人工知能知識マップ技術フレームワーク」規格策
定キックオフ会議が開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C3
NB-IoT、産業用APP、VRに関する試験機能が中国電子技術
標準化研究院のSaixi研究所に追加

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C4
「家庭用および類似用途の飲料水処理装置」等410の提案さ
れた国家標準化プロジェクトに関する意見募集

国家標準化管理委員会(SAC)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C5

産業・情報技術分野における公共サービス能力向上の
ための「エッジコンピューティングに基づく情報技術の
テストと検証」2019年キックオフミーティングが開催

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C6 Wang Zhijun副部長が5G規格発表会に出席 中国工業情報化部

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C7
専門家がブロックチェーンの構築と新たな社会信用
システムについて議論

China.org.cn

✔ ✔ ✔ ✔ マレーシア 8-A1
MCMCは6月30日までに国民IDに関する最終報告書を
公表予定

malaymail

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 8-A2
AIの採用とイノベーションを推進するシンガポールと世界経済
フォーラム

情報通信メディア開発庁(IMDA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ シンガポール 8-A3
シンガポールがチリ及びニュージーランドとのデジタル
経済パートナーシップ協定の交渉で実質妥結

情報通信メディア開発庁(IMDA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ マレーシア 8-A4
Wan Azizah副首相：Nacsaがサイバーセキュリティに
関するマスタープランを策定中

malay mail

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O1
CES 2020：Open Connectivity Foundationが最初の
オープンIoT標準デバイスを発表

ZDNET

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O2 未来はクラウドに
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O3
主要なIEC機関が会合し、新たな破壊的技術について
議論

International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O4 標準は人々がAIを信頼するのにどのように役立つか
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O5 記述的メタデータに関する国際標準の更新
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O6
ISO 27701：プライバシー法の遵守を示す新しい国際
プライバシー規格

Security Boulevard

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O7
世界経済フォーラムがブロックチェーン「権利章典」を作成して
いる理由

Coindesk

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O8 グーグルCEO、「AI導入のための国際的ルールづくり」を提唱 Forbes Japan
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(22/23)

テーマ別情報一覧
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テーマ

地域・国
参照
番号

情報・記事タイトル 情報源(機関・団体名)
ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾍﾙｽｹｱ

ｽﾏｰﾄﾏﾆｭ
ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ

ｸﾞ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O9
ISA Global Cybersecurity Allianceが優先プロジェクトと
メンバーシップの拡大により2020年を開始

The International Society of Automation

(ISA)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O10
情報セキュリティ管理システムの監査員向けのガイダンスが
更新

International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O11 ハッピーデータプライバシーデー！
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O12 CES 2020中にフォローすべきトレンド
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O13

ダボスで、UN Broadband Commissionは、持続可能な影響
のための包括的で意味のある通信への資金提供を
提唱

International Telecommunication Union 

(ITU)
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情報収集先一覧：情報/文献タイトル及び情報源

テーマ別情報については、各国標準化機関・政府機関や関連業界団体のウェブサイト、
プレスリリースなどの公開情報を中心に収集(23/23)
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引(Eコマース)、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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欧州によるサステナブルファイナンス分野における政策動向(1/2) (参照番号：1-E8)

欧州委員会は「欧州グリーン・ディール」の資金提供メカニズムとなる投資計画及び
その一部をなすメカニズムにおける基金設立規則案を発表(1月14日)

出所：欧州委員会HP等の公開情報に基づきDTC作成

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-E8

 主な計画内容
①資金調達：今後10年間の持続可能な投資として少なくとも1兆ユーロを調達
②有効化：官民の投資機会を開放するとともに、その適用を可能とするためのインセンティブを提供
③実践的なサポート：公的機関やプロジェクトのプロモーターに対し、持続可能なプロジェクトの計画・立案・

実行に必要な実質的支援を欧州委員会が提供
 想定予算：計画に関わる予算は2021～2030年で5,030億ユーロを予定

公正な
移行

メカニズム
(JTM)

背景
欧州委員会は2050年迄に温暖化ガスの排出を実質ゼロとすることを目標とする気候変動対策「欧州グリーンディール」を発表
(2019年12月11日)
 産業競争力強化と気候変動対策双方を実現するため、投資計画を発表すると共に、資金提供の内容・手法等についても検討を実施

欧州委員会は、「欧州グリーン・ディール」の資金提供メカニズムとなる「欧州グリーン・ディール投資計画」と、その一部をなす
「公正な移行メカニズム」の基金設立規則案を発表(1月14日)

資金提供
メカニズム
打ち出し

 下記3つの主要な「資金」により構成されるメカニズムを公表
①公正な移行基金(JTF)

 労働者の技能習得支援、中小企業やスタートアップ企業支援、環境に優しいエネルギーへの投資支援
向けのEU資金による新たに75億ユーロの拠出

②中期投資戦略「インベストEU」の資金
 450億ユーロを使用し、持続可能なエネルギー・交通等への民間投資の誘導

③欧州投資銀行(EI)の融資
 地域熱供給ネットワークの整備等を対象とする250億～300億ユーロの公的部門向け融資

「公正な移行基金(JTF)」設立規則案
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL establishing the Just Transition Fund」(COM (2020) 22)

• 【規定内容】：基金の目的、基金が支援する活動のスコープ(※)、基金のリソース等について規定
(※)温室効果ガス排出削減、デジタル化への投資、求職者への就職支援、再生可能エネルギーにおける安価な

クリーンエネルギーのための技術及びインフラストラクチャの展開への投資、等

• 【策定状況】：パブリックコメント受付中(1月15日～3月12日)

欧州グリーン・
ディール
投資計画
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欧州によるサステナブルファイナンス分野における政策動向(2/2) (参照番号：1-E5, 9)

グリーン・ディール投資計画と公正な移行メカニズムの基金設立規則案に対し、ステーク
ホルダーは計画自体へ概ね賛成である一方、基金の規模については懸念を表明

出所：欧州議会、欧州関連団体 HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

今月のピックアップ ファイナンス 参照番号：1-E5, 9

 欧州のグリーンディールを歓迎し、投資ギャップを埋めるための持続可能な投資計画を支援
 グリーンディールの目的達成のために必要ないかなる法案についても修正する予定であることを表明

欧州議会

ビジネスヨーロッパ
(欧州産業連盟)

投資計画及び基金に関するコメント詳細(抜粋)

フレンズ・オブ・ジ・アース
(国際環境保護団体)

ETUC
(欧州労働組合連合)

 「欧州グリーン・ディール投資計画」について、投資不足の解消と、気候中立の経済への移行促進、
長期的な生産性と競争力の向上に向けた重要な一歩として評価
 一方、投資が高付加価値な生産性の高い分野に導かれ、公的投資が民間投資を押し出すのではなく、
補完するべきと意見

 但し、「公正な移行メカニズム」について、移行に伴う課題の規模を考慮すると、当メカニズムだけで
は特効薬とはならず、より広範な枠組み条件を迅速に整備する必要があると注意を喚起

 気候変動対策に必要な変革に対し、「公正な移行基金」の規模が十分でないと指摘
 気候変動を助長する地域熱供給のガス・インフラへの大規模投資が可能となる抜け穴があると批判

 「公正な移行基金」の規模が十分でないことを指摘
 基金の資金が研究・イノベーションに投資され、労働者に直接恩恵をもたらさないリスクがあるとの懸念
を表明

主要ステークホルダー

賛成

反対

※但し「欧州グリーン・ディール」自体に対しては、公正かつ包括的な移行の確保や高い中間目標の

必要性等の課題があることを強調
• 今後の気候法に現行のEUの2030年の排出削減目標である「少なくとも50%～55%」ではなく、野心的に

「1990年と比較し2030年に55%」と記載すべき
• 2021年6月までに、加盟国における拘束力のある国家目標を含む、エネルギー効率と再生可能エネル

ギーのより高い目標設定、また気候とエネルギーの分野におけるEU法の他の部分を改訂すべき
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欧州によるヘルスケア分野における標準化動向 (参照番号：2-E11)

COCIRはホワイトペーパー「ヘルスケアにおけるAI」に基づくユースケースライブラリ
を開設し、医療提供者によるAI技術活用ケースを紹介

ヘルスケア 参照番号：2-E11 今月のピックアップ

出所：COCIR HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

背景

COCIR

による
直近の
標準化
動向

COCIRはホワイトペーパー「ヘルスケアにおけるAI」に基づくユースケースライブラリを発表(2020年1月)

当ライブラリにおいて現在6件のユースケースを紹介
 ユースケースでは、医療提供者がワークフロー最適化のため

AI技術をどのように組み込んでいるかを詳述

 サービス提供者が意思決定支援と自律的意思決定の両方で
AIを適用する際の方法を提示

1. AI in Chest Imaging

2. AI for Pnuemothorax (PTX) Detection & Improved 

Workflow Productivity

3. AI in Patient Positioning for Computed Tomography 

Imaging

4. AI's Women's health Ultrasound

5. Snakebite & Snake Identification via Mobile 

Devices

6. Teledermatological Screening Solution via Mobile 

Devices

(※今後順次追加を予定)

事例紹介
のイメージ

(上・右)

ｹｰｽﾗｲﾌﾞﾗﾘHP

医療分野の欧州業界団体であるCOCIRは、ヘルスケアにおけるAI活用に係るペーパーを発出し、関連ルールの整備を推奨
 「健康に関するAIのタスクフォース」を設立(2018年)し、ホワイトペーパー「ヘルスケアにおけるAI」を発出(2019年4月)

「ヘルスケアにおけるAI」における4つの推奨事項
1. データへのアクセスは、公正かつ透明で差別のない方法で促進するべき
2. 関連する標準・定義は、欧州レベルで承認されるべき。 セクター固有規格は、厳密に必要な場合のみ開発されるべき

3. ヘルスケアにおける人工知能の全形式とアプリケーションが同じ法的明確性・確実性を享受するため、既存の立法フ
レームワークをより包括的にする方法を明確にすべき。 新規又は追加のポリシーオプションを評価する前に、より徹底
的な評価と業界の責任についての理解が必要

4. EU「信頼できるAI倫理ガイドライン」は、自発的なコミットメントを奨励し、産業部門レベルでの自己規制プロセスを可能
にすべき

ホワイト
ペーパー
のイメージ

(右)
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米国によるヘルスケア分野における標準化動向 (参照番号：2-U8)

米国GAOは医療におけるAIの活用に関する報告書発表し、現行の課題や取り組む
べき政策事項を提示

ヘルスケア 参照番号：2-U8 今月のピックアップ

出所：米国政府機関HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

米国に
おける
直近の
AI・ヘル
スケア
分野の
標準化
動向

米国会計検査院(GAO)及び全米医学アカデミー(National Academy of Medicine)は、医療におけるAIの活
用に関する報告書を発表(2019年12月)

 Artificial Intelligence in Health Care：
Benefits and Challenges of Machine Learning in Drug Development

タイトル

 米国会計検査院(Government Accountability Office: GAO) 

 全米医学アカデミー(National Academy of Medicine: NAM)
策定者

 Part I：NAMによる特別レポート「Artificial Intelligence in Health Care: 

The Hope, the Hype, the Promise, the Peril」より抜粋

 Part II：GAOによる技術評価「Artificial Intelligence in Health Care: 

Benefits and Challenges of Machine Learning in Drug Development」を提示

構成

内容

政策オプション
提示のイメージ

(標準化：右)

 AI治療法や医薬品開発に有益である一方、倫理的、法的、経済的、社会的課題を抱えていると指摘(以下、例)

 医療の意思決定に関わるアルゴリズムやデータの透明性確保の必要性

 医療従事者に対する適切な教育の必要性

 臨床試験におけるAI活用の成熟度向上

 上記課題に対処するための政策オプションを提示(以下、主要ポリシー分野につき提示)

 リサーチ(基礎研究の向上)

 データアクセス(官民セクターによる高品質・安全なデータ共有の促進)

 標準化(ポリシーメーカーと関連ステークホルダの協力による
データ及びアルゴリズムの統一的標準の制定)

 ヒューマンキャピタル(官民セクター従事者による必要スキルの習得)

 規制の確実性(当分野規制における明確かつ統一的なメッセージの発出)

 現状の維持(不必要な介入・干渉をせず当分野取り組みを推進)
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IECによるヘルスケア分野における標準化動向 (参照番号：2-O1)

(参考)IECは、AIの医療分野への応用に向けた標準策定において、関連しうる
技術委員会及びその活動を紹介

ヘルスケア 参照番号：2-O1 今月のピックアップ

出所：IEC HP、メディア等の公開情報に基づきDTC作成

 【スコープ】

システム、機器、付属品、関連用語、概念、用語、定義、記号を含む、医療行為で使用される
電気機器の製造、設置、及びアプリケーションの一般的な側面に関する国際基準を策定

 幹事国：米国

 【関連活動概要】
特に、当委員会傘下にあるジョイントワーキンググループJWG7(Safe, effective and secure health software and 

health IT systems, including those incorporating medical devices linked to ISO/TC 215)において、ISO/

TC215(Health Informatics)とリエゾンとして連携しながら、医療機器のサイバーセキュリティ面に係る標準化を推進
(但し、人工知能搭載の医療機器に直接特化した規格の策定や検討は未だなし)

関連規格策定のスコープ・活動概要

 【スコープ】
情報およびICT保護のための標準を策定
(セキュリティ及びプライバシー双方に対処するための一般的方法、手法、ガイドラインを含む。また情報・ICTセキュリティ
の管理、可用性、整合性、機密性を保護するためのメカニズム、セキュリティ評価基準と方法論等の検討・策定を含む)

 幹事国：ドイツ

 【関連活動概要】
データセキュリティや情報セキュリティ、信頼性に係るサブグループ(SG)やワーキンググループ(WG)を設置
(但し、人工知能搭載の医療機器に直接特化した規格の策定や検討は未だなし)

IEC/ SC 62A
(医用電気機器の共通事項：

Common aspects of 

electrical equipment used 

in medical practice)

関連技術委員会

ISO/IEC JTC 1/

SC 27
(セキュリティ技術：

Common aspects of 

electrical equipment used 

in medical practice)

 【スコープ】
人工知能に係る標準を策定し、人工知能アプリケーションを開発するJTC 1、IEC・ISO委員会へガイダンスを提供

 幹事国：米国

 【関連活動概要】
マネジメントシステムや関連するビッグデータ等、仕様・管理に係る基準の検討のためのアドバイザリグループ(AG)やワー
キンググループ(WG)に加え、ユースケースやアプリケーション検討に係るWGを設置し、ユースケースに係る技術報告書
(TR)等を検討
(但し、人工知能の医療機器直接への応用等に特化した規格策定や検討は未だなし)

ISO/IEC JTC 1/

SC 42
(人工知能：

Artificial Intelligence)
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略(特筆すべき事項は特になし)
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欧州による自動車分野における規制・標準化動向 (参照番号：4-E2)

車両の安全性に関するEU規制が改訂、施行され、2022年7月より欧州市場に導入さ
れる全ての新規車両モデルに高度な安全機能を装備することを規定

参照番号：4-E2モビリティ今月のピックアップ

Regulations
(規制)

策
定

組
織

 欧州委員会(EC)：
域内市場・産業・起業・中小企業総局(Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW))

目
的

 2050年までに死亡者数と重傷者の数をゼロに近づけるというEUの長期目標「ビジョンゼロ」の達成
 より接続・自動化された車両の普及及び欧州の自動車産業のグローバルな革新と競争力の向上

ル
ー
ル
名

 Regulation (EU) 2019/2144 of The European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on type-approval 

requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units 

intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable 

road users 

ス
コ

ー
プ

 車両カテゴリーM、N、Oに該当する車両及びそれらの車両向けに設計、生産されたシステム、部品、単体技術ユニット
 車両カテゴリーは、EU規則Regulation (EU) 2018/858で定義

• カテゴリーM：乗員輸送用車両、カテゴリーN：貨物輸送用車両、カテゴリーO：トレイラー(被けん引車)

出所：EC関連HP・Brochure、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

主
要
規
定
内
容

 第4条にて、EU圏内で販売される新車が当規則に記載される仕様に従って型式認証を取得することを規定
 いずれの仕様も詳細については、施行15カ月前までに欧州委員会により採択される実施規則(Implementing Regulations)により規定
※Regulation (EC) No 661/2009で規定されていたタイヤ空気圧モニタリング、緊急ブレーキシステムへも適用対象を拡大した他、新たな技術も規定

 その他新技術分野に対する実施細則への適合・遵守を規定(以下、抜粋)
 第5条にて全カテゴリーの車両に対し、タイヤ空気圧のモニタリング・警告装置、後述の先進車両システムの搭載を規定

• 先進車両システム：自動速度制御装置、アルコール・インターロック導入設備、眠気検知・警告システム、注意散逸警告システム、
緊急制動表示装置、後方確認システム、イベント・データ・レコーダー等

 第7～8条にてカテゴリーM、Nの小型車両に対し、緊急ブレーキシステム、緊急時車線維持システム、先端保護装置の搭載を規定
 第9条にてカテゴリーM、Nの中・大型車両に対し、車線逸脱警告システム、緊急ブレーキシステム、歩行者・自転車検知
システムの搭載、及び運転席からの歩行者等の視認性、車いす利用者などのアクシビリティの確保を規定

 第10条において水素自動車、水素システム、水素部品に対し、実施規則への適用を規定
 第11条において、自動運転車に対し、後述の自動運転システムに関連するに関する実施規則への適用を規定

• システムによる車両制御の代替、システムの車両への情報提供、ドライバーによるモニタリングシステムの利用可能性、
イベント・データ・レコーダー、データ交換のための調和的なデータフォーマット、歩行者等への安全情報提供
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ドイツによる電気自動車分野における標準化動向 (参照番号：4-E6)

ドイツ自動車産業協会(VDA)が支援する標準委員会(VDA|NAA)と、VDEが支援
する標準組織VDE|DKEは、大型電気商用車の標準化において戦略的協力を強化

ドイツ国内標準化動向

国内関連
政策・

業界動向

国内
標準化
活動動向

大型電気商用車に係る標準化要件の特定・導出、国際標準化推進を企図し、 VDA | NAAとVDE|DKEは戦略パートナーシップを
構築すると共に、業界及び技術専門家との共同ワークショップを開催(2020年1月)

ドイツ連邦政府は、温室効果ガス削減、そのためのEmobility発展を目的とし、関連法令の枠組みを整備すると共に、
電気自動車関連の標準化の推進や標準化ロードマップの策定等に注力

 当政策・戦略等を受け、ドイツ自動車産業協会(VDA)が支援する自動車技術標準委員会(VDA | NAA)と、VDEが支援する標準化組織
VDE | DKEがドイツでの電気自動車の普及をさらに促進するため協力を検討

同時に充電式の電気駆動装置の需要が小型車のみならず、重量物輸送・大型商用車へシフトし、要件特定の必要性が向上

検
討

分
野

 ドイツにおける自動車部門のCO2排出量をさらに削減し、電気自動車の普及を促進
協
力

目
的

ﾜ
ｰ
ｸ
ｼ
ｮｯﾌ

ﾟ

概
要

 キックオフとして、自動車及び充電インフラストラクチャ側で必要な標準を迅速に行うため、
業界及び技術専門家が業界要件を特定
 大型商用車の充電インターフェースが実績あるCCS標準に基づいている必要があることに同意と共に、
追加の要件検討が必要であることにも言及
※今後は、新規コネクタの「技術仕様」規格についても、国際標準化を見据えドラフト作成予定(本年度中)

 大型商用車(NFZ)に対する、高い充電容量を保持し充電時間を最小限に抑制可能な、充電インターフェース、システムの
標準化(ケーブル含む)

 基本的には既に標準化された複合充電システムCCS仕様(IEC 61851、IEC 62196シリーズ等)に基づくが、部門を超えた使用
(例：海事部門、電気航空交通、建設機械等)側面も検討

次頁詳述

出所：VDE・DKE HP、ドイツ政府HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

参照番号：4-E6モビリティ今月のピックアップ

Egbert Fritzsche氏(VDE：左)

とRalf Petri氏(DKE：右)

(

参
考)

関
連

技
術
委
員
会

 本年中に国際標準化に必要な規格草案作成を行うことを目標とし、上記の各関連要件について議論を推進
 DKE/GAK542.4.3 「車両の有線接続用のDCコネクタ」

(DKE / K 542スイッチおよびコネクター下、DKE / UK 542.4産業用コネクタ内にあるWG)

 DKE/GAK 353.0.2 「電気自動車のDC充電」(DKE / K 353電気自動車下のWG)

 DKE/AK 353.0.103 「自動コンダクティブ充電」(DKE / K 353電気自動車下のWG)

画像の出所：VDE（https://www.vde.com/de/presse/vda-und-vde-kooperieren-bei-nutzfahrzeugen）

https://www.vde.com/de/presse/vda-und-vde-kooperieren-bei-nutzfahrzeugen
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ドイツによるモビリティ分野における標準化動向 (参照番号：4-E6)

(参考)ドイツ連邦政府は、温室効果ガスの削減、そのためのEmobility発展を推進し
ており、「German Standardization Roadmap Electric Mobility 2020」を発行

国内標準化動向

国内
関連
政策
動向

国内
標準化
活動
動向

出所：ドイツ政府機関、NPM HP等の公開情報に基づきDTC作成

ドイツ連邦政府は、温室効果ガスの削減、そのためのEmobility発展を目的とし、関連法令の枠組みを整備

 Electromobility Act(E-自動車法：Elektromobilitätsgesetz)

Chargers Column Ordinance(充電スタンド条例：Ladesäulenverordnung )等

 充電インフラ拡大を支援するための補助金プログラムも施行(2016年)

標
準
化
検
討

の
内
容

 モビリティ分野における戦略的決定・討議の場として設立されたNPM (National Platform Future of Mobility)下
にあるWG6(Standardisation, norms, certification and accreditation)が標準化分野の検討を推進
 NPMは、ドイツ 交通・デジタルインフラ省の発案により、ドイツCDU(ドイツキリスト教民主同盟)、CSU(キリスト教社会同盟)、

SPD(ドイツ社会民主党)連立の合意を経て成立

 NPM下の6つのWGの1つとして、標準化や認証検討に係るWG6を設置
• WG 1 “Transport and climate change” 

• WG 2 “Alternative drive technologies and fuels for sustainable mobility” 

• WG 3 “Digitalisation in the mobility sector” 

• WG 4 “Securing Germany as a place for mobility, production, battery cell production, primary materials and recycling, 
training and qualification” 

• WG 5 “Connecting mobility and energy networks, sector integration” 

• WG 6 “Standardisation, norms, certification and accreditation”

主
導
機
関

参照番号：4-E6モビリティ今月のピックアップ

※1 旧WG4として発行

 WG 6は、専用パネルを設置し、標準化、基準、認証要件の合意に基づく開始、調整及び実装のためのクロス
ステークホルダーとして機能、標準化ロードマップ「未来のモビリティ」を検討・策定
 「標準化ロードマップ」(German Standardization Roadmap Electric Mobility 2020 )を策定(2017年4月)※1

 本ロードマップでは、標準化に向けてのENやISO/IECとの協力体制・関係、2020年に向けた電気自動車の
基本的要素や(充電やコミュニケーション技術等)選択された分野夫々における標準化ロードマップを提示
(基本的には、既存のISO/ IEC規格及びEN規格の採用／改訂やその普及を図る内容を提示)

次頁以降詳述

次頁以降詳述

5月次レポート再掲
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NPM及びWG 6 (Standardisierung, Normung, Zertifizierung und Zulassung)の構成 (参照番号：4-E6)

(参考)Emobility発展を推進するNPMは、6つのWGにより構成。標準化に係るWG6

は、DKE・DIN等標準化機関の他、Audi等の企業が参画・主導している

Steering Committee

WG1
Transport and climate 

change

WG2
Alternative drive 

technologies and fuels for 

sustainable mobility

WG3
Digitalisation in the 

mobility sector

WG4
Securing Germany as a 

place for mobility, 
production, battery cell 

production, primary 
materials and recycling, 
training and qualification

WG5
Connecting mobility and 

energy networks, sector 

integration

WG6
Standardisation, norms, 

certification and 

accreditation

Dr. Henning 

Kagermann(Chairman)

Advisory Commission
(※NPMと議会間のインターフェースとして機能)

WG6内構成

その他DKE, Kraftfahrt-Bundesamt, BNetzA, VDA NAAuto, Bundesanstalt für Straßenwesen BAST, DIN Verbraucherrat等より計9名

Head of

Working

Group

Member

Permanent

Guest

• Vorsitzender der DKE / Mitglied DIN Präsidium: Roland Bent

• innogy SE: Norbert Verweyen

• Audi AG: Dietrich Engelhart

• Audi AG: Hans-Joachim Rothenpieler

• DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik in DIN und VDE: Dr.-Ing. Ralf Petri

• ABB Automation Products GmbH: N.N.
• Ford-Werke GmbH: Dr. Thomas Eberz
• TÜV SÜD AG: Volker Blandow
• T-Systems International GmbH: Oliver Bahns
• ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie): 

Haimo Huhle
• SAP SE: Christof Walter

• BMW AG: Dr. Gregor Nitz
• MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG: Volker Lazzaro
• DEKRA Automobil GmbH: Jann Fehlauer
• Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medien): Dr. Katharina Eylers
• VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik: Dr. Ing. Thomas Becks

モビリティ今月のピックアップ

出所：NPM HP等の公開情報に基づきDTC作成

参照番号：4-E65月次レポート再掲
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電気自動車に係る分野別の標準化ロードマップの例 (参照番号：4-E6)

(参考)NPM/WG6において策定された標準化ロードマップでは、国際規格・EN規格に即
した分野別の標準策定の状況・今後の規格策定動向・普及に向けた方針等を提示

モビリティ今月のピックアップ

出所：NPM HP、「The German Standardisation Roadmap Electric Mobility 2020」等の公開情報に基づきDTC作成

General Requirements Automotive Engineering Charging Interface

High Power Charging Wireless Charging of Electric Vehicles
Information and Communication

Technology

• IEC61851シリーズに基づく標準化が進行しているが、更なる
標準化の検討・策定が必要

• グラフィックシンボルについてもISO、CENでの検討が進行

• エネルギー貯蔵システムに係る適正な安全要求・試験方法に係
る規格(ISO 6469-1、DIN91252等)やHV電気システムに係る
規格(ISO 6722、ISO19642等)の策定が進行

• ISO19363(Vehicle-side charging interface)、
IEC61980(Charging Interface)、ISO 15118(Communication)

等を紹介
• 2020年までにワイヤレス充電インフラ確保のための準備、相互
運用可能な誘導充電技術搭載自動車の市場投入を提案

• ISO15118(Communication Protocols)、ISO15118(Interface)、
ISO15118(Supply Safety Vehicle-to-grid)等を紹介

• 一貫したローミングプラットフォーム作成、オープンな通信イン
ターフェース確立、域内均一のID割当・承認システム構築を提案

参照番号：4-E6

 各分野における2020年までの規格策定状況、対応するVisionを提示
・・・今回の大型商用車の
標準化検討に関連する分野

• Wired Chargingの分野では、NPEとしてCCS(Combined

Charging System)を推奨、関連規格の策定がほぼ完了
• Wirelessにおいては、IEC61980 やISO19363の検討が進行

• IEC61851-23(Charging Station)、IEC62893-4(Charging

Cable)、IEC62196-3-1(Connector System)、等を紹介
• 150～400 kW容量のための充電インフラの資金及びニーズ
ベースの設置、高充電容量の提供を提案

5月次レポート更新
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シンガポール

ドローン関連規制

シンガポール政府は、国内全てのドローンに対する強制的な登録制度の制定及び
大型高性能ドローンのパイロット免許の枠組み導入を予定
 チャンギ空港での違法ドローン侵入による飛行妨害事件(2019年6月)を受け、検討を開始

 政府諮問委員会は、ドローン所有の年齢、登録制度、違法ドローンへの罰金増額等を検討(2019年)

 Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)は、 シンガポール国内(住人・旅行客含む)

を対象に、250g超の全ドローンへの強制登録、登録番号ステッカー付記を要求(2020年1月2日)

2499

ASEANによるモビリティ／ドローン分野における直近の政策動向 (参照番号：4-A2, 3)

ASEAN地域において、ドローン利用に向けた登録制度等の国内規制・制度作りが
活発化している

インドネシア運輸省研究開発局は、ドローンの使用に関する規制を起草中

 新技術の使用促進によるドローンの飛行安全性向上を期待
(※但し現行も尼当局Directorate General of Civil Aviationが商業用ドローンの利用に際しての承認や、使用可能
なドローンの重量、飛行高度、時間帯等の一定のルールが存在)

(参考)インドネシア

ドローン関連規制

マレーシア人的資源省技能開発部は、遠隔操作車両(ROV)及びドローン操縦のための
職業技能基準(Malaysia National Occupational Skills Standards：NOSS)を制定
 教育機関は、ドローンパイロットコース提供、スキル証明(Sijil Kemahiran Malaysia: SKM)授与が可能

(参考)マレーシア

ドローン操縦規制

モビリティ 参照番号：4-A2, 3今月のピックアップ

タイ

ドローン関連規制

当局は現行デバイス登録のみが義務付けられている民間ドローン所有者に対し、免許申請及び飛行試験を
義務付ける新たな規制を導入することを発表(2020年1月)
 無人機数及びその商業利用の増加に対する公衆安全・セキュリティ確保の必要性を踏まえ、規制導入を検討
 Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT)は、新規制に関する公聴会を開催し、本年末までの施行を予定
 またCAATは、国防技術研究所(DTI)と協力し、ドローントレーニング用のモデル学校も設立予定

ベトナム

ドローン関連規制

ベトナム政府は国防省に対し、ドローン管理に関する新たな規制を起草するよう命令(2020年1月)
 2機の民間航空機がドローンに衝突(2019年11月)したことを受け、規制枠組みを検討
 ドローン禁止エリアを定義する他、ドローン／超軽量航空機の研究・設計・生産・貿易に関する規制強化を検討
 演習完了までは、民間組織及び個人に対し、空港から半径8キロメートル以内の飛行を可能とするライセンスの
発行も不可であることを規定

登録

呼びかけ
のポスター

(右)

出所：メディア等各種公開情報に基づきDTC作成

国 直近の関連規制動向(抜粋)
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テーマ別情報一覧

1月のピックアップ

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通

テーマ別情報詳細

2500
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欧州による資源循環分野における政策動向 (1/2) (参照番号：5-E3, 6, 9)

欧州グリーンディールに関する政策文書策定に先立ち、対処すべき課題と今後の政策
文書の目的及び計画の実行内容を概説したロードマップを発表

背景

ロード
マップ
発出

出所：欧州委員会 HP等の公開情報に基づきDTC作成

欧州委員会は新しい循環経済行動計画に関するコミュニケーションの公表に先立ち、行動計画における課題と将来の
コミュニケーションの目的を概説するロードマップを公表 (12月11日)

欧州委員会は2020年3月にEU産業戦略と循環型経済行動計画を採用予定であり、関連する政策文書の発表を検討
 政策文書発表に向け、課題と今後の政策文書の目的を概説したロードマップ作成に着手

 「Circular economy – new action plan to increase recycling and reuse of products in the EU」イニシアチブ名

資源循環 参照番号：5-E3, 6, 9今月のピックアップ

 DG ENVIRONMENT(ENV) - Sustainable Production, Products & Consumption(B1)

 DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs(GROW) - Circular Economy and Construction (C1)
主導機関

• 線形経済に伴う環境への影響：線形経済の影響による生物多様性の損失や気候変動、等の問題

• 廃棄物の発生：EU市場の大部分の製品による持続不可能な資源への依存。十分な情報に基づいた選択を行うための
手段と信頼可能な情報の不足。耐久性、再利用性及び修復性のない短命な製品の消費の増加

• 二次原料の増加：リサイクル材料の競争力の低下

• 変革からの置き去り：循環経済に伴う新しい技術とインフラの展開の影響による就業に必要な技術の変化等

対処
すべき
課題
(抜粋)

• 持続可能な製品の設計、生産、マーケティングを促進するための持続可能な製品方針の作成

• 消費者が循環経済に貢献可能な措置の明記

• 廃棄物の発生を削減、国内で処理される廃棄物の量の増加、廃棄物法の近代化を支援

• 二次原料の安全で競争力のある価格と信頼性確保のために、機能的で統合された内部市場の育成

• グローバルレベルでの欧州のリーダーシップの構築

• 循環型ビジネスモデルや実現技術の革新や投資機会等、循環型経済を支える実現条件の明記

行動計画
の内容
(抜粋)

 ロードマップの内容についてフィードバックを募集(2019年12月23日～2020年1月20日)

 欧州各国の業界団体、政府機関より374の意見を受領

策定に向けた
スケジュール

• 循環経済への移行の加速、

• EU及び海外の循環モデルにおける利点の享受

行動計画
の目的
(抜粋)

具
体
内
容
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欧州による資源循環分野における政策動向 (2/2) (参照番号：5-E3, 6, 9)

グリーンディール政策文書の目的を概説したロードマップに対し、関連ステークホルダ
は要件の追加等の意見を表明した他、当分野の更なる討議のため新規WGを設立

出所：欧州委員会 HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

資源循環 参照番号：5-E3, 6, 9今月のピックアップ

 ポジションペーパーを発出し、環境に関連する3項目について意見を表明
1. 環境に対する影響低減へ焦点を当てる必要性

• 再利用についてロードマップ内にて詳述されていないため、タイトルより削除すべき

• リサイクルではなく廃棄物防止に焦点当てるべき

2. 危険な化学物質が材料サイクルに留まらないよう、製品の化学的安全性向上の必要性
• 製品内の化学物質に関する既存の欧州規制のギャップを埋め、製品の化学的安全性に取り組むべき

3. 消費者のエンパワメントの必要性
• 持続不可能な製品排除のため、消費者が信頼でき、比較・検証可能な情報を提供すべき

• 環境製品ポリシー(エコデザイン、エネルギーラベル、エコラベル等)を活用し、持続不可能な製品を排除すべき

ANEC

関連ステークホルダー ロードマップに対する反応(抜粋)

 Ecommerce Europe加盟メンバーと共に、「持続可能性」を新たな重点分野として設定、当内容実現に向けた
新規ワーキンググループ「持続可能性WG」 を設立

 EUの循環経済への移行に対し、デジタルコマース業界が積極的に貢献可能であるとの認識の下、小売産業が持続
可能で循環的なものとなるよう取り組むことを企図

 今後2020年2月に初回会議を開催し、メンバーは自国で遭遇する課題やベストプラクティスを共有する予定

Ecommerce 

Europe

 ポジションペーパーを発出し、追加すべき具体的な10のアクションについて列挙
1. 最新のEUエネルギー、デジタル、廃棄物管理インフラストラクチャへの投資

2. 研究開発と投資の大幅な増加

3. 新しく開発された欧州の水平原料効率基準に基づき実装し、製品固有の基準をさらに開発

4. リソース効率化の為にデジタル(IoT、デジタル製造、ロボット化、等)の活用、エコデザイン指令2009/125 / EC等の規制への準拠

5. 新しく開発された欧州の水平材料効率基準に基づいた実装、また製品固有基準のさらなる開発

6. 製品ポリシーの分野において新しい実装手段と連携し、市場の監視実施

7. 厳密な埋め立てとリサイクル目標を適用し、二次原料の最低品質基準の設定

8. EU予算、グリーン資金調達戦略、新旧イノベーション、公正な移行、資金の開発・投資を通じたEU気候目標の主流化

9. 建物のエネルギー性能指令2018/844 / EUの完全かつタイムリーな実装

10. 競争力のある、手頃な価格且つ高品質な原材料への公正なアクセスのため、EU原材料ポリシーの確立

Orgalim
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 電力規則・指令に基づく実装・業界発展に向け、European Smart Grids Task Force(2009年設置)の下、専門家グループが
報告書を発表(2019年)

欧州におけるエネルギーマネジメント分野における規制動向：
グリーンエネルギーパッケージ(関連規則・指令)概要 (参照番号：6-E8)

EUでは昨年クリーンエネルギーパッケージ(規則・指令)が昨年改訂されており、
当ルール履行に向けたタスクフォースレポートの施行を業界団体Orgalimが要請

2504 出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

エネルギーマネジメント 参照番号：6-E8今月のピックアップ

規
制
動
向

(

参
考)

実
装
に

向
け
た
動
き

Regulations
(規制)

策
定

組
織

 欧州委員会(EC)：エネルギー総局(Energy (ENER))

目
的

 広域で統合され、適切に機能する電力市場の設立を通じ、持続可能で低炭素なエネルギーシステムを創出することで、
EU2030気候エネルギー政策枠組へ貢献

 【電力規則】 安定的、効率的で、再エネの割合の域内統一的な電力システムの在り方を規定
 第2～4章において、需給バランスの調整方法や電力取引市場の設計等を規定

 第5章において、欧州電力系統事業者ネットワーク(ENTSO)を中心とした送電、配電システムの運用方法を規定

 第6章において、電力市場統合のためのネットワークコードやガイドラインを規定

 【電力指令】 加盟国が電力の越境的取引や市場に基づく価格決定の促進、消費者の市場参加と保護などを図ることを規定
 第2～3章において、越境的取引を妨げない制度設計や市場に基づいた電力価格決定の確保、消費者の市場参加と保護の推進を規定

 第4～6章において、送電、発電事業者の独立や柔軟なサービスの提供、規制当局の役割や域内協力について規定

規
定
事
項

(

主
要
事
項
抜
粋)

ル
ー
ル
名

 【電力規則】 Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the 

internal market for electricity

 【電力指令】 Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common 

rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU

ス
コ

ー
プ

 電力取引市場の設計や需給管理の方法、送配電システムの運営等の電力システムの設計
 電力価格の決定方法、消費者の権利や保護、発送電事業者の要件、規制当局の在り方等の電力セクターの設計

直近のｽﾃｰｸ
ﾎﾙﾀﾞ動向

 業界団体Orgalimは、欧州委員会に対し、気候変動緩和のためのClean Energy Packageや
EU2030気候エネルギー政策枠組履行のため、上記規制や専門家グループ報告書の採用・推進を要請
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米国によるAI分野における標準化動向：AIの倫理指針の発行 (参照番号：8-U3)

米国国立標準技術研究所(NIST)はAI標準に関連する計画を発表(2019年8月)。
当計画において、大統領令を踏まえて連邦政府機関の関与を優先させることを検討

共通今月のピックアップ 参照番号：8-U3 

大統領令「Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial 

Intelligence(Executive Order 13859)」を発表(2019年2月)
 行動管理予算局(OMB)に、2020年度会計予算以降AI開発へ予算を重点配分するよう指示

 米連邦機関が所有するAI関連データを民間の研究機関などに開放する上で必要な具体的手続きを検討するよう要請
 例)個人情報や機密情報などの保護方法、データの文書化とフォーマットの策定、データ編集時の安全性とセキュリティ担保

 AIが変化を与えている職業、今後の影響が懸念される職業に従事する人々に、その変化に対応可能な支援を提供

 米国発の安全規制やルールを国際標準とすることを念頭に、米国立標準技術研究所(NIST)が AIの国際ルール策定及び

標準化を主導するよう要請

背景

出所：米国ホワイトハウスHP、その他メディア等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

行動管理予算局(OMB)は、人工知能活用に係る連邦政府機関の規制検討を支援する政策的
な考慮事項を定めた初のガイドラインを公表し、コメントを募集(2020年1月7日より60日間)

OMBによ
るAI分野
における
規制動向

Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications
(Memorandum for the heads of executive departments and agencies)

文書名

 AI活用(アプリケーション)に関係する自発的な合意基準(自主的なコンセンサス基準や
適合性評価活動等)の開発と使用のための方向性を提示
 原則連邦政府外部で開発・展開されたAIアプリケーションの規制／非規制の監視を、法律で許可される
範疇で主導する際の政策的考慮事項を規定しており、政府によるAI使用は当文書のスコープ外

 連邦政府機関によるAIルール作成プロセスでは、一般参加の機会が提供されることを推奨しており、
当ガイダンス草案についても60日間のコメントを受け付け

位置づけ

文書内容
(抜粋)

 AI分野のイノベーション及び成長を奨励する旨規定の上、「AIアプリケーションにおけるスチュワードシップ
原則」としてAIアプリケーションの設計、開発、実装、運用に係る10の原則を規定

1．Public Trust in AI

2．Public Participation

3．Scientific Integrity and Information Quality

4．Risk Assessment and Management

5．Benefits and Cost

6．Flexibility

7．Fairness and Non-Discrimination

8．Disclosure and Transparency

9．Safety and Security

10.Intragency Coordination
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米国によるサイバーセキュリティ分野における標準化動向：
NISTによるガイダンス発行 (参照番号：8-U7)

米国国立標準技術研究所(NIST)は、IoT機器製造業者向けのサイバーセキュリティ
ガイダンス NISTIR 8259の草案を発表し、コメントを募集中(2020年2月迄)

米国
ｻｲﾊﾞｰ
ｾｷｭﾘﾃｨ
関連
標準化
動向

NISTIR 8259
「Recommendations for IoT Device Manufacturers: Foundational 
Activities and Core Device Cybersecurity Capability Baseline」

文書名

 アメリカ国立標準技術研究所
(National Institute of Standards and Technology)

策定
組織

指針
要旨

文書
概要

文書の
位置づけ

 IoT機器の製造業者向けにサイバーセキュリティを確保するため、
製品上市前・上市後に踏むべき計6の推奨手順を提示

【販売前】

想定される顧客とユースケースを特定、定義

デバイスの特定や設定、データ保護、アクセス制限
アップデートなど利用者のサイバーセキュリティの目標を調査

顧客の目標の達成方法を決定

顧客の目標達成のための十分なサポートを計画

【販売後】

顧客との連絡方法を定義

顧客に対しどの様に何を連絡するかを決定

 「NISTIR 8228: IoTのサイバーセキュリティとプライバシーリスクを管理する際の
考慮事項(※)」(2019年6月発行)に基づくNIST組織内レポート(NISTIR)として発行
 ドラフトとしてリリース(1月7日)、コメントを受付中(2月7日迄)
(※)NISTIR 8228：連邦政府機関及びその他の組織がデバイスのライフサイクルを通じ、

個々のIoTデバイスに関連するサイバーセキュリティやプライバシーの理解・管理を向上
させることを支援するため策定された文書

1

出所：米国政府機関HP等公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

共通今月のピックアップ 参照番号：8-U7

上記推奨事項は、IoT機器の製造業者が、接続された顧客の製品
とその操作の安全性に係るセキュリティ対策を評価する際も有用

2

3

4

5

6
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米国各州におけるサイバーセキュリティ
関連法案の検討状況 (参照番号：8-U4)

(参考)米国では、サイバーセキュリティリスクの拡大と新たな技術発展を背景に、
2019年には国内31州が、サイバーセキュリティに関連する法律を制定

共通今月のピックアップ 参照番号：8-U4

FL
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NJ

GA

DC
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HI

 43州及びプエルトリコは約300に及びサイバーセキュリティ関連法案を検討
 31州においては何かしらのサイバーセキュリティ関連法案が発効(2019年)

凡例： サイバーセキュリティ関連法案を発効(2019年)

サイバーセキュリティ関連法案を検討中(ペンディング)

出所：米国政府機関HP、メディア等公開情報に基づきDTC作成
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注：テーマ別情報の記載にあたり参照番号を付与
• 一番左の番号はテーマ (1:ファイナンス、2:ヘルスケア、3:スマートマニュファクチャリング、4:モビリティ、5:資源循環、6:エネルギーマネジメント、7:電子商取引(Eコマース)、8：共通)

• 真ん中の番号は地域・国 (E:欧州地域・EU各国、U：米国、C:中国、A:ASEAN地域・ASEAN各国、O：その他地域・機関)

• 一番右の番号は、テーマ及び地域/国の中の通し番号
例：1-E1 欧州におけるファイナンス分野に関する1番目の情報
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/8)

ファイナンス分野関連記事詳細(1/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 EU、暗号資
産に関する
パブリックコ
メントを開始

1月3日 欧州委員会は、金融セクターのデジタル化に関する規制を策定するため
に2つのパブリックコメントの募集を開始(3月19日締切)

 目的：
 欧州でデジタルファイナンスを促進する一方で、そのリスクを適切に
 規制

 パブリックコメント概要：
1. 暗号資産の既存の規制枠組みの適合性に関する意見を募集
2. 金融セクターがデジタル攻撃に関連するサイバー攻撃やその他のリ
スクに対処できるよう、既存の立法枠組みを改善する方法について意
見を募集

SC Media UK

欧州委員会

https //ww

w scmagaz

ineuk.com/

eu-

launches-

public-

sconsultati

ons-crypto-

assets/artic

le/1669832

https //ec.e

uropa.eu/in

fo/sites/info

/files/busin

ess econo

my euro/b

anking an

d finance/

documents

/2019-

crypto-

assets-

consultatio

n-

document

en.pdf

1-E2 ESMAは短
期的な防護
手段として
ESG開示を
支持

1月6日 欧州証券市場監督局は、欧州委員会にESG開示の質を改善するための
措置を講じることを推奨

 推奨内容：
 非財務報告指令(NFRD)を修正し、単一の国際ESG開示基準を促進
 年次財務報告に非財務報告書を含めることを義務化

 既存のEUの法律に対する欧州証券市場監督局の見解：
 比較可能且つ信頼可能なESG開示の提供という点において十分では
なく、ESG開示と長期投資の良好な関係の実現を妨害していると指摘

IPE 

International 

Publishers

https //ww

w ipe com/

news/esma

-backs-

esg-

disclosure-

as-short-

termism-

bulwark/10

043040 arti

cle

https://www.scmagazineuk.com/eu-launches-public-sconsultations-crypto-assets/article/1669832
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf
https://www.ipe.com/news/esma-backs-esg-disclosure-as-short-termism-bulwark/10043040.article
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E3 ハイテク企
業は、違法
コンテンツに
対する責任
を負わない
ようEUに
主張

1月7日 ビッグテック企業は、欧州委員会に対しプラットフォーム上の全てのコンテ
ンツに対して企業に法的責任を負わせないよう要求

 要求概要：
 グーグル、フェイスブック、ツイッターなどを代表するロビイストは、
欧州委員会がデジタルサービス法を策定し、テクノロジー部門の規則
を制定するにあたり、欧州委員会に書簡を送付

 書簡にて、企業がプラットフォーム上のすべてのコンテンツに対して
責任を負うことは、違法なコンテンツを自発的に発見しようとした企業
の罰則へもつながると警告

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/8e33

59a2-308f-

11ea-

a329-

0bcf87a32

8f2

https://www.ft.com/content/8e3359a2-308f-11ea-a329-0bcf87a328f2
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E4 デジタル
サービス税：
その状況

1月14日 Ecommerce Europeは欧州におけるデジタルサービス税の導入状況、
各国の取り組みを紹介すると共に、意見を表明
 フランス、スペイン、英国、イタリア、オーストリアは、大手ハイテク企業を対象
としてデジタルサービス税を導入

 各国におけるデジタルサービス税概要：
 フランス：2019年7月に3％のデジタル税を導入した最初の国。フラン
スで最低2,500万ユーロ、世界で最低7億5,000万ユーロの収益を持
つハイテク企業に適用

 スペイン：2019年1月18日、政府がデジタルサービス税の法案を承認。
デジタル広告やデジタルインターフェースを介し収集されたデータの送
信等に対し3％のデジタル税を提案

 英国：インターネット検索エンジン、ソーシャルメディアプラットフォーム、
オンライン市場を提供する企業の収益に対し2％の課税。2020年4月
からの適用が目標

 イタリア：12月23日週に、世界で7億5,000万ユーロ以上の売上高の
企業収益に対し3％のデジタル税を可決

 オーストリア：2020年1月1日からデジタル広告に課税する法律を可決。
税率はサービスプロバイダーが提供する広告サービスの売上高の
5％

 意見内容：
 eコマースヨーロッパは、多国間でグローバル解決策のみが急速なデ
ジタル化経済から生じる課税の課題を解決し、二重課税や国際貿易
の歪み、さらには非EU諸国からの報復のリスクを減らすことが可能で
あると主張

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

digital-

services-

tax-state-

of-play/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/the-digital-services-tax-state-of-play/
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地域・
国
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情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E5 議会は欧州
のグリーン
ディールを
支持し、さら
に高い野心
を推進

1月15日 欧州議会は、欧州グリーン・ディールと、2030年のCO2排出目標の55％
への引き上げ、「公正な移行メカニズム」への資金拠出について支持を
表明
 更に欧州議会はグリーンディールの目的を達成するために必要な、いかなる法
案についても修正する予定

 欧州議会見解：
 今後の気候法に、現行のEUの2030年の排出削減目標である「55％
に向かって少なくとも50％」ではなく野心的に「55%」と記載すべき

 各加盟国における拘束力のある国家目標を含む、エネルギー効率と
再生可能エネルギーのより高い目標設定、また気候とエネルギーの
分野におけるEU法の他の部分の改訂を2021年6月までにすべき

欧州議会
https //ww

w europarl.

europa.eu/

news/en/pr

ess-

room/2020

0109IPR69

902/parlia

ment-

supports-

european-

green-

deal-and-

pushes-for-

even-

higher-

ambitions

1-E6 ETSIはEU
トラストサー
ビスのグ
ローバルな
受け入れに
関する技術
レポートを
発行

1月16日 ETSIの電子署名及びインフラ技術委員会(TC ESI)はEUの信託サービス
と他スキームの信託サービスとの相互認識を促進する方法について規定
した、ETSI TR 103684を発表

 ETSI TR 103684名称：
 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);Global 

Acceptance of EU Trust Services 

 ETSI TR 103684規定内容：
 EUの信託サービスと他スキームの信託サービスとの相互認識を促進
する方法を特定

 「eIDAS規則(EU)No 910/2014 国内市場における電子取引のため
の電子識別及び信託サービス」とアライン

 公開鍵基盤(PKI)に基づいた信託サービスに焦点を当て、世界中の
PKIへのアプローチを分析し、相互承認の実現への障壁を特定。相互
承認を促進させるのに効果的な手法についても記載

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https //ww

w etsi.org/n

ewsroom/n

ews/1701-

2020-02-

etsi-

releases-a-

technical-

report-on-

global-

acceptance

-of-eu-

trust-

services

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.etsi.org/newsroom/news/1701-2020-02-etsi-releases-a-technical-report-on-global-acceptance-of-eu-trust-services
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

英国 1-E7 BSIが最初
の持続可能
な金融基準
ガイドを
開始

1月20日 金融サービス業界及びビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)と協力し、

BSIは持続可能な金融標準化プログラムに係る最初のPASを発行
 規格名：

 PAS 7340：2020Framework for embedding the principles of 

sustainable finance in financial services organizations. Guide

 目的：
 グローバルな金融セクター内での理解とコラボレーションを促進
 最終的にはセクターと国連の持続可能な開発目標(UN SDGs)やパリ
協定等のグローバルなイニシアチブとアラインを含め持続可能性の目
標との整合を促進

 今後の動き：
 BSIはPAS 7340：2020に続き、2つのPASを発行予定
 次に発行予定の「PAS 7341:2020 Responsible and sustainable 

investment management - Specification」は現在開発中であり、パ
ブリックコメントを募集中(2020年2月28日まで)

Finextra

BSI

https //ww

w.finextra.c

om/pressar

ticle/81179/

bsi-

launches-

first-

sustainable

-finance-

standards-

guide/retail

https //sho

p.bsigroup.

com/Produ

ctDetail/?pi

d=0000000

000303878

40

https://www.finextra.com/pressarticle/81179/bsi-launches-first-sustainable-finance-standards-guide/retail
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030387840
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E8 欧州委、欧
州グリーン・
ディールの
資金提供メ
カニズムを
提案

1月21日 欧州委員会は「欧州グリーン・ディール」の資金提供メカニズムとなる
「欧州グリーン・ディール投資計画」と、その一部である「公正な移行メカニ
ズム」の基金設立規則案を発表(1月14日)

 「欧州グリーン・ディール投資計画」概要：
 10年間で官民による1兆ユーロの持続可能な投資の誘導を目標
 投資促進に向けたインセンティブの提供と、プロジェクトの特定・構築・
実施に関する官民への支援も実施予定

 計画に関わる予算は2021～2030年で5,030億ユーロとなる予定
 「公正な移行メカニズム」概要：

 化石燃料の関連産業に依存する地域への経済的な影響の緩和を企
図

 以下の3本柱から構成
1. EU資金より新たに75億ユーロを拠出し、労働者の技能習得支援、
中小企業やスタートアップ企業支援、環境に優しいエネルギーへ
の投資支援(「公正な移行基金」)

2. 中期投資戦略「インベストEU」の資金450億ユーロによる、持続可
能なエネルギー・交通等への民間投資の誘導

3. 欧州投資銀行(EIB)の250億～300億ユーロの公的部門向け融資
(地域熱供給ネットワークの整備や建物の改修などが対象)

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/01/1e

aa39e4d7f

4ab98.html

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/1eaa39e4d7f4ab98.html
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E9 産業団体な
どがグリー
ン・ディール
の資金メカ
ニズムに
意見表明

1月22日 欧州委員会による「欧州グリーン・ディール投資計画」と、その一部をなす
「公正な移行メカニズム」の基金設立規則案(1月14日発表)について、
産業団体や労働者団体等が声明を発表

 ビジネスヨーロッパ(欧州産業連盟)による声明：
 「欧州グリーン・ディール投資計画」について：

 投資不足の解消と、気候中立の経済への移行促進、長期的な生
産性と競争力の向上に向けた重要な一歩として評価

 一方、公的投資が民間投資を補完するようにしなければならない
と言及

 「公正な移行メカニズム」について：
 移行に伴う課題の規模を考えると、このメカニズムだけでは特効薬
とはならず、より広範な枠組み条件を迅速に整備する必要がある
と注意を喚起

 フレンズ・オブ・ジ・アース(環境保護団体)による声明：
 気候変動対策に必要な変革に対し、「公正な移行基金」の規模が小さ
過ぎると指摘

 さらに、気候変動を助長する地域熱供給のガス・インフラへの大規模
投資が可能となる抜け穴があると批判

 ETUC(欧州労働組合連合)による声明：
 「公正な移行基金」の規模が小さく、基金の資金が研究・イノベーショ
ンに費やされ、労働者に直接恩恵をもたらさないリスクがあると懸念を
表明

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/01/36

97be59506

cb757.html

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/3697be59506cb757.html
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ファイ
ナンス

スイス 1-E10 スイス、リブ
ラに対する
姿勢を軟化
─年末には
前大統領が
リブラは
「失敗した」
と発言

1月24日 スイス政府はフェイスブックのリブラに対する姿勢を軟化する可能性が
あることを発表(1月15日)
 ブルームバーグが確認した政府覚書によると、スイスの規制当局はリブラが将来
的に承認される可能性を排除したわけではないと強調

 2019年12月27日には前大統領がリブラを失敗と呼び、リブラを認可
することはない発言

coindesk 

JAPAN

https //ww

w coindesk

japan.com/

35361/

欧州 1-E11 Horizon 

Europeの
EU経済と社
会への影響
を最大化

1月30日 Orgalimは「研究、開発(R＆D)とイノベーションのための次のEUフレーム
ワークプログラム」がどのようにHorizonn Europeの影響を最大限
受けるかを提示
 セクター間のR＆D＆Iコラボレーションに積極的な革新的なテクノロジー企業を代
表しOrgalimが発表

 プログラム概要：
 欧州議会とHorizon Europe評議会の間で暫定的に政治的な合意とし
て決定(2019年)

 実施予定期間：2021年から2027年
 現在、委員会はプログラムの最初の4年間のコンテンツを準備する
ための戦略的計画プロセスを開始

 世界と経済は前例のない変化を遂げており、以下3つの主要な課題を検討
する必要があると推奨：
1)イノベーションサイクルの短縮と急速なデジタル変換を伴う技術的な
課題

2)気候、エネルギー、環境を含む持続可能性の課題
3)社会的及び経済的な課題

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/news/ma

ximising-

impact-

horizon-

europe-eu-

economy-

and-society

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/rd-

and-

innovation-

orgalim-

recommen

dations-

strategic-

planning-

horizon-

europe-

and

https://www.coindeskjapan.com/35361/
https://www.orgalim.eu/news/maximising-impact-horizon-europe-eu-economy-and-society
https://www.orgalim.eu/position-papers/rd-and-innovation-orgalim-recommendations-strategic-planning-horizon-europe-and
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ファイ
ナンス

米国 1-U1 NISTは、プ
ライバシー
フレーム
ワークの
バージョン
1.0を発行

1月16日 米国国立標準技術研究所(NIST)はプライバシーに関するフレームワーク
を発表
 個人情報を活用した製品やサービスの活用と個人情報の保護の両立を図るため、

NISTは、NIST Privacy Framework: A Tool for Improving Privacy through 

Enterprise Risk Managementを発表
 フレームワークの概要：

 製品やサービスに起因するプライバシーリスクの管理、California 

Consumer Privacy Act (CCPA) 、EU一般データ保護規則 (GDPR) 
などの規制順守のための自主的なツールとして開発

 個人情報の活用と保護の改善を目指す団体向けにプライバシー保護
の戦略を提示

 更に、プライバシーリスクマネジメントの概念の分類やNISTの
Cybersecurity Frameworkとの関係も提示

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

(NIST)

https //ww

w nist.gov/

news-

events/new

s/2020/01/

nist-

releases-

version-10-

privacy-

framework

https://www.nist.gov/news-events/news/2020/01/nist-releases-version-10-privacy-framework
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ファイ
ナンス

米国 1-U2 仕事の目
的：なぜ
BlackRock 

CEOのレ
ターがすべ
てのブランド
にとっての
警鐘か？

1月22日 世界最大級の投資運用会社BlackRock CEOのLarry Finkは、企業に
対し書簡の中で米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)やTCFDの
基準に基づき気候変動に関する情報開示を進めるよう要請

 レターの概要：
 気候変動リスクは投資のリスクであると認識
 気候変動の確実な予想は難しいが、これまでにないスケールの課題
であることは確実と理解

 気候変動の物理的、政策的リスクに基づき大規模な資本の再配分に
言及

 ビジネスと投資家が行動を起こす必要性に言及
 サステイナビリティ施策は、リスクを低減すると認識
 SASBやTCFDの基準に基づく統一的な形式での情報公開の重要性
を強調

 持続可能でインクルーシブな資本主義のための情報の透明性の重要
性を強調

 目的意識を持つことが中長期の収益性にとって重要であると強硬

Forbes
https //ww

w.forbes.co

m/sites/sim

onmainwar

ing/2020/0

1/17/purpo

se-at-work-

why-

blackrocks-

ceos-letter-

is-a-wake-

up-call-to-

all-

brands/#67

36a50e3cb

a

https://www.forbes.com/sites/simonmainwaring/2020/01/17/purpose-at-work-why-blackrocks-ceos-letter-is-a-wake-up-call-to-all-brands/#6736a50e3cba


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2522

【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/3)

ファイナンス分野関連記事詳細(11/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U3 米国証券取
引委員会
(SEC)は、
気候変動に
関連する
情報開示の
現状を維持

1月31日 米国証券取引委員会(SEC)の委員長らは、気候変動に関連する情報
開示規則に関して現状を維持する方針を表明したものの、内部での
再議論を示唆

 背景：
 SECは、MD&Aに関する規則の改正案を発表
 改正案にESGに関連する情報開示が含まれていないことに対し、投
資家や企業、規制当局らが注目

 SECのClayton委員長、Lee委員、 Peirce委員は、財務・経営成績の分析
(MD&A)規則の改正あたって、気候変動に関連する情報開示規則に関する見解
を発表

 各委員における主要見解：
 Clayton委員長、Peirce委員は、現状の原則主義に基づく重大性の基
準を維持を支持する立場であり、新たな情報開示規則が盛り込まれ
ない見込み

 一方で、Lee委員は、より詳細な気候変動リスク等の情報開示の必要
性を主張したほか、Clayton委員長もTCFDや米国サステナビリティ会
計基準審議会(SASB)との協力に言及

Cleary 

Gottlieb Steen 

& Hamilton 

LLP

https //ww

w clearygot

tlieb.com/n

ews-and-

insights/pu

blication-

listing/sec-

maintains-

the-status-

quo-on-

climate-

change-

disclosures

https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/publication-listing/sec-maintains-the-status-quo-on-climate-change-disclosures
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(12/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C1 金融業界規
格「金融
データのセ
キュリティお
よびデータ
セキュリティ
の分類に関
するガイド」
に対する意
見募集の
お知らせ

1月8日 金融業界規格「金融データのセキュリティおよびデータセキュリティの分類
に関するガイド」ドラフトに対する意見を募集(2月14日まで)

全国金融標準
化技術委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29444/297

5813/index

html

1-C2 「内陸航行
支援標識」
等8つの国
家強制規格
策定および
改訂計画に
関する
お知らせ

1月7日 浄水器の水効率や銀行カード端末のセキュリティ要件等8つの強制国家
規格の策定及び改訂計画が開始

 規格策定・改訂計画(サマリ対象分野のみ抜粋)：
 2019345Q-46：浄水器の水効率の限界値と水効率等級(GB 34914-

2017の改訂)

 2019345-Q-32：銀行カード受付端末の基本的なセキュリティ要件(新
規策定)

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //www.

samr gov.c

n/bzjss/tzg

g/202001/P

020200106

576569950

249 pdf

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975813/index.html
http://www.samr.gov.cn/bzjss/tzgg/202001/P020200106576569950249.pdf
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(13/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C3 「マルチ
パーティセ
キュアコン
ピューティン
グの金融へ
の適用に関
する技術仕
様」を含む3
つの金融
業界規格
に対する
意見募集の
お知らせ

1月8日 「マルチパーティセキュアコンピューティングの金融への適用に関する
技術仕様」、「バーコード支払いのセキュリティ技術仕様」、「バーコード
支払い受付端末の技術仕様」の3つの業界規格ドラフトに対する意見を
募集(2月14日まで)

全国金融標準
化技術委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29444/297

5816/index

html

1-C4 中国電子
技術標準化
研究院と
アリババが
戦略的協力
活動計画
会議を開催

1月8日 中国電子技術標準化研究院とアリババが戦略的協力活動計画会議を
開催(1月3日@杭州、中国)

 目的：
 戦略的協力協定署名後3年間に達成された結果を振り返り、次の戦
略的協力活動計画を策定

 協議内容：
 両者がクラウドコンピューティング、IoT、データセキュリティ、重要なイ
ンフラストラクチャ保護の分野での協力の成果を確認し、個人情報保
護、越境データフロー、アライアンス規格の推進と適用などの標準化
のホットトピックについて議論

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5985 h

tml

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975816/index.html
http://www.cesi.cn/202001/5985.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(14/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C5 中国の中央
銀行がデジ
タル通貨の
「トップレベ
ル」設計を
完了したと
発表

1月11日 中国人民銀行が新たに発行した報告書において、デジタル通貨の「トップ
レベルの設計、標準策定、機能の研究開発」が完了したことを発表

 デジタル通貨導入状況：
 デジタル通貨を試験的に導入した最初の都市は深圳市と蘇州で、試
験にあたり、人民銀行は、7つの国有商業銀行と通信会社(中国工商
銀行、中国銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、中国電信、チャイナ
モバイル、チャイナユニコムと提携

 今後の予定：
 発行日は不明。但し、人民銀行は、「2020年には合法的なデジタル通
貨の開発を着実に進める」と発言

The Block
https //ww

w theblock

crypto.com

/linked/526

16/chinas-

central-

bank-says-

it-has-

completed-

top-level-

design-of-

digital-

currency

1-C6 北京の金融
規制局長が
仮想通貨取
引は中国で
は認可され
ないと発言

1月13日 北京金融規制局長がインタビューにおいて、中国では今後も仮想通貨
取引は認可されないと発言

 Huo Xuewen北京金融規制局長発言要旨：
 中国では仮想通貨を発行、販売、または取引することは違法であり、
中央銀行だけが合法的なデジタル通貨を発行可能

 将来的にも仮想通貨取引は認可されないと考えており、現在も仮想通
貨発行機関や取引プラットフォームによる国内投資家に対する仮想通
貨販売については、厳格に禁止(特に北京)

8BTC
https //new

s 8btc com/

any-crypto-

exchange-

will-not-be-

licensed-

in-china-

says-the-

director-of-

finance-

regulator-

in-beijing

https://www.theblockcrypto.com/linked/52616/chinas-central-bank-says-it-has-completed-top-level-design-of-digital-currency
https://news.8btc.com/any-crypto-exchange-will-not-be-licensed-in-china-says-the-director-of-finance-regulator-in-beijing
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(4/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(15/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C7 中国は今年
外国投資を
増加させる
ためにネット
銀行の規則
を制定
予定：
関係筋

1月14日 中国は外資誘致を目的に国内初のネット銀行に関する規則を制定予定
 関係筋による規則に関する情報：

 シティ、HSBC等すでに中国国内で事業を行っている外国企業もネット
銀行を設立可能
 データやデジタル、AIにより支払い処理から投資商品の販売まで、
中国の金融サービスの展望の変化が策定の背景

 外国人投資家を含む約12のグループが新たな規則について中国の
規制当局と議論中

Reuters
https //ww

w reuters.c

om/article/

us-china-

banks-

digital/chin

a-to-frame-

rules-for-

online-

only-

banks-this-

year-in-

boost-to-

foreigners-

sources-

idUSKBN1

ZD0D8

1-C8 国家金融規
格「ATMの
サービス仕
様」のドラフ
トに対する
意見募集

1月16日 国家金融規格「ATMのサービス仕様(計画番号：20192290-T-320)」の
ドラフトに対する意見を募集(3月16日まで)

全国金融標準
化技術委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29444/297

5848/index

html

1-C9 金融業界規
格「バンキン
グソフトウェ
アのテスト
環境管理仕
様」のドラフ
トに関する
意見募集

1月16日 金融業界規格「バンキングソフトウェアのテスト環境管理仕様」のドラフト
に対する意見を募集(3月20日まで)

全国金融標準
化技術委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29444/297

5845/index

html

https://www.reuters.com/article/us-china-banks-digital/china-to-frame-rules-for-online-only-banks-this-year-in-boost-to-foreigners-sources-idUSKBN1ZD0D8
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975848/index.html
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975845/index.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(5/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(16/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C10 「分散データ
ベーステクノ
ロジーの金
融アプリ
ケーション
仕様」を含
む7つの金
融業界規格
に対する
意見募集

1月16日 「分散データベーステクノロジーの金融アプリケーション仕様」を含む7つ
の金融業界規格に対する意見を募集(3月20日まで)

 意見募集の対象規格：
 「分散データベーステクノロジーの金融アプリケーション仕様」
 「分散データベーステクノロジーの金融アプリケーション仕様－技術
アーキテクチャ」

 「分散データベーステクノロジーの金融アプリケーション仕様－セキュ
リティ技術要件」

 「クラウドコンピューティングテクノロジーの金融アプリケーション仕様
－災害復旧(JR / T 0168—2018)」

 「クラウドコンピューティングテクノロジーの金融アプリケーション仕様
－技術アーキテクチャ(JR / T 0166-2018)」

 「クラウドコンピューティングテクノロジーの金融アプリケーション仕様
－セキュリティ技術要件(JR / T 0167-2018)」

 「顔認証オフライン決済セキュリティアプリケーションの技術仕様」

全国金融標準
化技術委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29444/297

5842/index

html

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975842/index.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(6/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(17/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C11 中国は
Facebook
のLibraに対
抗するため
のデジタル
通貨の開発
を急がずに
世界的な
議論に参加
するよう
警告

1月26日 Libraに対抗してデジタル通貨の開発急ぐ中国に対し、元中国人民銀行
副総裁がLibraに関するグローバルな議論と規制の枠組みに参加する
よう勧告
 中国のポータルサイト「新浪(Sina)」において、中国人民銀行の全副総裁But Zhu 

Min氏の「中国は、Libraのグローバルな議論と規制の枠組みに参加することが非
常重要だ」という発言が引用

 また、中国国務院開発研究センターの元研究者で、香港証券取引所のチーフ中
国エコノミストのBa Shusong氏も、1月に香港で開催されたアジア金融フォーラム
において、「デジタル通貨は、グローバルな金融システムを再構築し、既存の国家
通貨当局に挑戦する可能性があるため、それらを監視するためには、多国間機
関が監督する枠組みが必要」と発言

South China 

Morning Post

https //ww

w scmp co

m/econom

y/global-

economy/a

rticle/3047

338/china-

warned-

not-rush-

creating-

digital-

currency-

rival

https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3047338/china-warned-not-rush-creating-digital-currency-rival
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(7/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(18/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C12 国家統合オ
ンライン政
府サービス
プラット
フォームが
電子証明書
標準化のた
めのトレー
ニングセッ
ションを
開催

1月21日 国家統合オンライン政府サービスプラットフォームが電子証明書標準化の
ためのトレーニングセッションを開催(1月10日)

 背景：
 昨年1月1日に、国家電子文書管理における電子証明書に関する6つ
の国家標準が施行され、ビジネスライセンスや社会的組織の登録証
明書等多くの電子証明書が標準化

 セッション内容：
 国営電子政府事務所のLi Hengxun氏が、統合プラットフォームの背
景を紹介し、電子ライセンスの標準化が政府サービスの向上につな
がったことを指摘

 講師と参加者がライセンスの標準化の意味や、ライセンスの標準化の
現状、省庁と委員会が標準化作業の実施方法、標準の主な内容と要
件について議論

 参加者：
 科学技術部、産業情報化部、財政部、農業農村部、文化観光部、体
育総局、エネルギー局、林業草原局、医療保険局、銀行保険規制委
員会、証券規制委員会の技術部等から50人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5999 h

tml

http://www.cesi.cn/202001/5999.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(1/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(19/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A1 インドネシア
は統一QR
コードを義
務付け、E
ウォレットに
固定手数料
を設定

1月8日 インドネシア中央銀行は決済用QRコードにおいて統一規格「QRコード・
インドネシア・スタンダード(QRIS)」を使用することを義務付け
 QRISについては、昨年4月より議論が開始され、今年1月に導入開始を決定
 昨年8月、QRISの加盟店が決済会社に支払う手数料を0.7％に設定(教育関連を

0.6％、ガソリンなどを0.4％、寄付や社会的支援は無料)

Tech in Asia
https //ww

w techinasi

a.com/indo

nesia-

imposes-

standard-

qr-code-

fixed-fees-

wallets

マレー
シア

1-A2 マレーシア
の新しい規
制により、
IEOによる
デジタル
トークンを
許可

1月15日 マレーシア証券委員会が「デジタル資産に関する指針」を公表し、IEO

(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング：仮想通貨取引所に仮想通貨の
発行を委託する資金調達方法)を条件付きで認可
 指針は、IEOの運営や仮想通貨の取引に必要な条件を規定しており、資金調達
を希望する企業の調達上限額は１億リンギに設定され、2020年末に施行予定

Fintech 

Malaysia

https //finte

chnews.my

/22590/blo

ckchain/dig

ital-asset-

regulation-

ieo-

securities-

commissio

n-malaysia/

タイ 1-A3 タイのデー
タ保護法の
準備が整う

1月16日 タイの個人データ保護法(PDPA)が5月に施行予定
 同法は、EUの一般データ保護規則(GDPR)に基づいており、GDPRと同様、タイ
国民および居住者の個人データを収集する国外のあらゆる組織にも適用

 タイのデジタル経済社会省は、企業間の新しい法律に対する認識向上のための
アウトリーチ活動を実施しており、データ保護のベストプラクティスに関するガイド
ブックも準備中

Computer 

Weekly.com

https //ww

w compute

rweekly.co

m/news/25

2476842/T

hailand-

gets-ready-

for-data-

protection-

law

https://www.techinasia.com/indonesia-imposes-standard-qr-code-fixed-fees-wallets
https://fintechnews.my/22590/blockchain/digital-asset-regulation-ieo-securities-commission-malaysia/
https://www.computerweekly.com/news/252476842/Thailand-gets-ready-for-data-protection-law
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(2/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(20/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

タイ 1-A4 ETDAは、
デジタルID
法案とデジ
タルIDサン
ドボックス法
案に関する
意見聴取会
を開催

1月16日 タイ電子取引開発機構(ETDA)が、「デジタルIDおよび検証システムの監
督管理に関する勅令」及び「デジタルIDサンドボックスイノベーションテスト
プロジェクト参加ガイドライン」のドラフトに関する意見聴取会を開催
(1月16日)

 聴取会への招待機関：
 規制当局および金融機関、電気通信企業、タイ銀行(BOT)、証券取引
委員会(SEC)、放送委員会、テレビ事業者、全国電気通信委員会
(NBTC)、保険委員会(OIC)、反マネーロンダリング局(OIC)、個人
データ保護委員会等

 法案に対する意見はオンラインでも募集(1月10日-5日)

タイ電子取引
開発機構
(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/p

ublic-

hearing-

for-digital-

id-

decree.htm

l

https://www.etda.or.th/content/public-hearing-for-digital-id-decree.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(3/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(21/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

シンガ
ポール

1-A5 世界最大の
ビジネス組
織がシンガ
ポール政府
や主要な業
界のパート
ナーとの取
組みに参加
しグローバ
ルなデジタ
ル化を推進

1月22日 国際商業会議所(ICC)、シンガポール政府、主要産業の大手企業が、
貿易とビジネスにおけるデジタルテクノロジーを促進するための協力協定
に署名

 協力内容：
 パブリックブロックチェーンにおけるデジタル貿易文書の交換を促進す
ることを目的としたフレームワークTradeTrustの開発において協力

 TradeTrustの開発は、情報通信メディア開発庁(IMDA)とシンガポー
ル海事港湾庁(MPA)が主導し、パートナー機関であるEnterprise 

Singaporeがサポート
 参加企業：

 APRIL、DBS、丸紅、マスターカード、三菱商事、三井物産、みずほ銀
行、三菱UFJ銀行、Noble、NTTデータ、PSA International、損保ジャ
パン日本興亜、スタンダードチャータード、住友商事、三井住友銀行、
東京海上、Trafigura

情報通信
メディア開発庁
(IMDA)

https //ww

w imda.gov

sg/news-

and-

events/Me

dia-

Room/Medi

a-

Releases/2

020/Worlds

-Largest-

Business-

Organisatio

n-Joins-

Singapore-

Governme

nt-and-

Major-

Industry-

Partners-

to-Drive-

Global-

Digitalisati

on

1-A6 シンガポー
ル、「決済
サービス法」
施行－仮想
通貨各社に
チャンス

1月28日 シンガポールが初めて仮想通貨の取引を扱う企業を規制する包括的な
法律「決済サービス法」を導入
 「決済サービス法」(1月28日施行)により、仮想通貨企業が規制対象になるととも
に、シンガポール通貨金融庁(MAS)にサイバーセキュリティー関連リスク、マネー
ロンダリング、テロ資金集めを規制する監督権限が付与

 同法の下で、仮想通貨各社が営業免許を取得可能
 すでにシンガポールで事業展開しているリキッドグループ(日本)とルノ(英国)は同
法に基づき免許を申請予定

Bloomberg
https //ww

w bloombe

rg.co.jp/ne

ws/articles/

2020-01-

28/Q4SOT

4T0AFB40

1

https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/Worlds-Largest-Business-Organisation-Joins-Singapore-Government-and-Major-Industry-Partners-to-Drive-Global-Digitalisation
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-01-28/Q4SOT4T0AFB401
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(4/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(22/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

インド
ネシア

1-A7 インドネシア、
デジタル経
済の好況の
中において
新たな法律
でデータ
保護を強化

1月28日 インドネシア政府は同意のない個人データの他者への提供を禁止する
「データ保護法案」を提出

 保護対象となるデータ：
 名前、性別、国籍、宗教、医療記録、生体認証、性的指向など

 違反への対応：
 最高7年の懲役または700億ルピア(530万ドル)の罰金を規定

 関連ステークホルダの反応：
 インドネシアEコマース協会(IDEA)のIgnatius Untung議長はデータ保
護が消費者に交渉力を与えると法案を歓迎

Reuters
https //ww

w reuters.c

om/article/

us-

indonesia-

data/indon

esia-to-

step-up-

data-

protection-

with-new-

bill-amid-

booming-

digital-

economy-

idUSKBN1

ZR1NL

タイ 1-A8 マルチクラ
ウドとPDPA
によるサイ
バーセキュ
リティの
更新

1月22日 タイ電子取引開発機構(ETDA)がFortinetとSymantecと共同で「マルチ
クラウドと個人情報保護法(PDPA)によるサイバーセキュリティ」をテーマ
にフォーラムを開催(1月21日)

 トピック：
 ITインフラのセキュリティシステムの設計と実装のガイドラインの策定
 2020年5月27日に施行される「個人情報保護法B.E. 2562」への対応

タイ電子取引
開発機構
(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/i

nformation-

security-

knowledge

-sharing-

series-4-

63.html

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-data/indonesia-to-step-up-data-protection-with-new-bill-amid-booming-digital-economy-idUSKBN1ZR1NL
https://www.etda.or.th/content/information-security-knowledge-sharing-series-4-63.html
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(1/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(23/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O1 持続可能な
未来に向け
た枠組みの
構築

1月9日 ISOは、ISO/TC 322 Sustainable financeにおける活動について紹介
 ISO/TC 322活動概要：

 持続可能な金融に関する国際的な共通用語、原則、フレームワーク、
及び技術仕様を開発

 必要に応じ、他委員会と協働(以下、例)

 ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation 

 ISO/TC 207/WG 11 Green finance

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

9.html

1-O2 お金の移動 1月9日 ISOは、SWIFTプラットフォーム上でのISO 20022 「Financial Service 

Universal financial industry message scheme」の採用を紹介
 ISO20022概要：

 XMLを主要なデータ記述言語として利用する、金融通信メッセージの
国際規格

 今後の予定：
 国際銀行間通信協会(SWIFT)は、ISO 20022をSWIFTプラットフォー
ム上で採用予定(2021年11月～)

 4年後の移行期間の後、現行のレガシーメッセージ(SWIFT MT)は、
プラットフォーム上にて廃止予定

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

7.html

1-O3 全ての人の
為の金融
サービス

1月9日 ISOは、ISO標準化によるFinancial Inclusion(金融包摂)に関する取り
組みを紹介

 取り組み概要：
 ISO/TC 68 Financial servicesにおいて、包摂的な金融に関する規格
を策定
 ISO 12812 Core banking — Mobile financial services 

 ISO 17442 Financial services — Legal entity identifier (LEI)

 また、国際電気通信連合(ITU)と協力し、安全なデジタル金融サービ
ス(DFS)に関する標準を策定

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

8.html

https://www.iso.org/news/ref2469.html
https://www.iso.org/news/ref2467.html
https://www.iso.org/news/ref2468.html
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(2/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(24/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O4 デジタル
通貨の安値

1月9日 ISOは、デジタル通貨の台頭に伴う関連規格整備の現状、更なる規格
標準化の必要性について説明

 背景：
 現在、1800種類以上の異なる暗号通貨が存在
 うちビットコインは、ISO 4217 Currency Codeの適用外と解釈(2016
年)

 紹介内容：
 暗号通貨には利便性が高い一方、3つのリスクを乗り越える必要があ
ることに言及
 信用：国際金融エコシステムが、支払い及び金融取引を保証する
こと

 法的責任：金融エコシステムをサポートする投資が法的負の影響
を受けないこと

 プライバシー：金融インフラストラクチャを使用し、情報をプライベー
トに保つこと

 ISOは、デジタル通貨の安全性に関して複数の技術委員会で検討し
ており、現状の通貨コード規格及びその要件に留まらず、digital 

token identifier(DTI)の付与が必要であることに言及
 ISO/TC 68/SC 2/WG 17, Security aspects of digital currencies

 ISO/TC 68/SC 8/WG 3, Digital Token Identifier – DTI

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref246

6.html

https://www.iso.org/news/ref2466.html
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(3/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(25/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O5 デジタル
通過調査で
協力する
6つの主要
中央銀行

1月22日 日本、英国、カナダ、スウェーデン、スイスの各中央銀行と欧州中央銀行

(ECB)及び国際決済銀行(BIS)はデジタル通過について共同研究する
ため、グループを設置することを発表(1月21日)

 活動内容：
 中央銀行のデジタル通貨(CBDC)に関する調査・研究を行うグループ
を設立

 他のグループメンバーと経験を共有・国境を越えた相互運用性を含
む、経済的、機能的、技術的なデザインの選択や新興技術に関する
ナレッジ共有するなど、CBDCの潜在的なユースケースを研究予定

 関連機関及びフォーラム、特に金融安定委員会の「支払いと市場イン
フラに関する委員会(CPMI)」と緊密に連携予定

cointelegraph

Bank of 

England

https //coint

elegraph.c

om/news/si

x-major-

central-

banks-to-

collaborate

-on-digital-

currency-

research

https //ww

w bankofen

gland.co.uk

/-

/media/boe

/files/news/

2020/janua

ry/central-

bank-

group-to-

assess-

potential-

cases-for-

central-

bank-

digital-

currencies.

pdf

1-O6 WEFは、
中央銀行に
よるデジタ
ル通貨の
評価、設計
を支援する
フレーム
ワークを
形成

1月23日 世界経済フォーラムは、中央銀行デジタル通貨(CBDC)を評価するため
のCBDC Policy-Maker Toolkitを発表

 CBDC Policy-Maker Toolkit概要：
 WEFが中央銀行の研究者、政策立案者、国際機関等、40以上の機
関の専門家と開発

 中央銀行がCBCDに関する金融商品を評価、設計、展開することを支
援

Business 

Standard

https //ww

w business

-

standard.c

om/article/

pti-

stories/cent

ral-banks-

wake-up-

to-digital-

currency-

create-

new-

framework-

with-wef-

120012301

152 1.html

https://cointelegraph.com/news/six-major-central-banks-to-collaborate-on-digital-currency-research
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/news/2020/january/central-bank-group-to-assess-potential-cases-for-central-bank-digital-currencies.pdf
https://www.business-standard.com/article/pti-stories/central-banks-wake-up-to-digital-currency-create-new-framework-with-wef-120012301152_1.html
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(4/4)

ファイナンス分野関連記事詳細(26/26)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O7 WEFはデジ
タル通貨ガ
バナンスの
ための最初
のグローバ
ルコンソー
シアムを
形成

1月24日 世界経済フォーラム(WEF)は、デジタル通貨ガバナンスに関するグロー
バルコンソーシアムの設立を発表(1月24日)

 コンソーシアム概要：
 包括的で相互運用可能なフレームワーク開発による金融システムへ
のアクセス拡大を目的とし設立

 各国の中央銀行を中心に、デジタル通貨に関するポリシーフレーム
ワークを共同で設計

 コンソーシアム参画者：
 大手企業、金融機関、政府代表、技術専門家、学者、国際機関、

NGO等が参加

Business 

Standard

https //ww

w business

-

standard.c

om/article/

pti-

stories/wef-

forms-1st-

global-

consortium

-for-digital-

currency-

governanc

e-

120012401

111 1.html

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/wef-forms-1st-global-consortium-for-digital-currency-governance-120012401111_1.html
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(1/31)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E1 新しいガイ
ダンスは、
MDR、
IVDRの下
でデバイス
サイバーセ
キュリティを
対象に

1月6日 医療機器調整グループ(MDCG)は、医療機器規制(MDR)及び体外診断
規制(IVDR)の付録Iにあるすべての関連するサイバーセキュリティ要件を
満たすための新しいガイダンスを発表

 ガイダンス内容(抜粋)：
 International Medical Device Regulators Forumのサイバーセキュ
リティガイダンスとアライン

 企業がデバイスの可能な全ての動作モードでメリットとリスクの適切な
バランスが確保できる様、販売前後の要件を説明

 製造業者が「合理的に予測可能な誤用」の結果である可能性のある
サイバー脆弱性の潜在的な悪用を予測または評価する必要があると
指摘

 規制の要件にセキュリティが明示的に記載されていない場合でも、リ
スク評価にセキュリティの問題を含めるよう要請

RAPS
https //ww

w raps.org/

news-and-

articles/ne

ws-

articles/201

9/new-

guidance-

targets-

device-

cybersecuri

ty-under-

md

https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2019/new-guidance-targets-device-cybersecurity-under-md
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(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州/
米国

2-E2 ロボット手術
の規制を検
討する必要

1月8日 医師らは、欧米においてロボット手術の発展に現行の規制内容が追いつ
いておらず、今後の規制制定が必須であることを指摘

 背景：
 ロボットの支援を受けた手術(RAS)の技術発展が急速に進む一方、
欧米では必要な規制が不在
 欧州

 手術ロボットは医療機器指令(MDD)により、メスやはさみと同じ
Class IIb medical devicesに分類

 RASを使用する医師特有の資格が不存在
 RASは、他の医療機器と同様、販売前に1つ1つ認証を取得

 米国
 欧州同様、米国食品医薬品局(FDA)が手術ロボットを医療機器
として扱い個別に審査を実施

 FDAは治療行為そのものは規制できないため、トレーニングの
実施などに関して強制力を不保持

 ロボットの支援を受けた手術(RAS)の規制が不在であるため、医師らは、RASの
自律性の度合いに応じた規制や手術ロボットのモニタリング方法などに関する規
制を提案

The 

Regulatory 

Review

https //ww

w theregre

view org/20

20/01/08/k

unwar-

robotic-

surgeries-

need-

regulatory-

attention/

ヘルスケア

https://www.theregreview.org/2020/01/08/kunwar-robotic-surgeries-need-regulatory-attention/
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ヘルス
ケア

ドイツ 2-E3 DINとDKE
のスマート
及び電子
繊維

1月9日 DIN及びVDE | DKEは、先駆的なハイテク素材の1つであるインテリジェ
ントプロパティを備えたスマートテキスタイルの新規委員会を設置予定
(2月)

 スマートテキスタイル概要：
 電子テキスタイルとも呼ばれ、例えば当テキスタイルが使用されてい
る衣服にはセンサーや自動冷却技術、自動発光するものがあり、ス
ポーツや作業服、医療機器として使用

 スマートテクスタイルと電子テキスタイルは技術的に融合された分野
であり、自動車産業や建設産業、家電製品、デジタル化された生産と
将来的には物流まで、様々な分野に応用可能

 新規委員会概要：
 名称：テキスタイル標準/ DKE共同作業委員会(GA)「スマート及び電
子テキスタイル調整委員会」

 ニーズを分析し将来発生しうる問題の議論を目的として、分類、用語、
試験方法、洗浄性について討議

 初期的には「インテリジェント糸、電子糸、ファブリック、テキスタイル」
及び「用語と分類」に取り組む予定

Deutsches 

Institut für 

Normung 

(DIN)

https //ww

w din de/de

/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/smart

e-und-

elektronisc

he-

textilien-

bei-din-

und-dke--

698994

ヘルスケア

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/smarte-und-elektronische-textilien-bei-din-und-dke--698994
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ヘルス
ケア

欧州 2-E4 高齢者の脆
弱性管理の
ための新し
い商業前調
達プロジェク
トeCareの
立ち上げ

1月14日 欧州委員会はHorizon2020におけるプロジェクト「eCare」がPre-

Commercial Procurement(PCP)要求を開始したことを発表
 eCare概要：

 脆弱性の予防と包括的な管理のための革新的なデジタルソリューショ
ンを提供することを目的とした欧州のプロジェクト

 Horizon 2020フレームワークプログラムを通じEUが資金を提供
 PCP要求概要：

 高齢者の虚弱予防のための破壊的なデジタルソリューションの入札を
要求

 孤独感を感じている虚弱体質の高齢者を対象とし、高齢者が自立して
生活できる様に虚弱性を管理するためのデジタルソリューション提供
が目的

 デジタルツール/サービス及びコミュニケーションの概念の開発、テスト、
実装を調達し、健康及び社会サービス全体の統合ケアモデルへの移
行を促進

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/di

gital-

single-

market/en/

news/launc

h-new-pre-

commercial

-

procureme

nt-project-

ecare-

frailty-

manageme

nt-old-

adults

ヘルスケア

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-new-pre-commercial-procurement-project-ecare-frailty-management-old-adults
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ヘルス
ケア

欧州 2-E5 デジタル
サービス税：
その状況

1月14日 Ecommerce Europeは欧州におけるデジタルサービス税の導入状況、
各国の取り組みを紹介すると共に、意見を表明
 フランス、スペイン、英国、イタリア、オーストリアは、大手ハイテク企業を対象とし
てデジタルサービス税を導入

 各国におけるデジタルサービス税概要：
 フランス：2019年7月に3％のデジタル税を導入した最初の国。フラン
スで最低2,500万ユーロ、世界で最低7億5,000万ユーロの収益を持
つハイテク企業に適用

 スペイン：2019年1月18日、政府がデジタルサービス税の法案を承認。
デジタル広告やデジタルインターフェースを介し収集されたデータの送
信等に対し3％のデジタル税を提案

 英国：インターネット検索エンジン、ソーシャルメディアプラットフォーム、
オンライン市場を提供する企業の収益に対し2％の課税。2020年4月
からの適用が目標

 イタリア：12月23日週に、世界で7億5,000万ユーロ以上の売上高の
企業収益に対し3％のデジタル税を可決

 オーストリア：2020年1月1日からデジタル広告に課税する法律を可決。
税率はサービスプロバイダーが提供する広告サービスの売上高の
5％

 意見内容：
 eコマースヨーロッパは、多国間でグローバル解決策のみが急速なデ
ジタル化経済から生じる課税の課題を解決し、二重課税や国際貿易
の歪み、さらには非EU諸国からの報復のリスクを減らすことが可能で
あると主張

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

digital-

services-

tax-state-

of-play/

再掲

ヘルスケア

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/the-digital-services-tax-state-of-play/
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ヘルス
ケア

欧州/
ドイツ

2-E6 ドイツは100
万ゲノムイ
ニシアチブ
に参加

1月16日 欧州委員会はドイツが「2022年までにEUで少なくとも100万個の配列決
定されたゲノムへのアクセス可能とすることに向けた宣言」に署名したこと
を発表
 ドイツは本イニシアチブに参加する21番目のEU加盟国として署名

 宣言概要：
 EUの「ヘルスとケアのデジタルトランスフォーメーション」アジェンダの
一部として発表

 ヒトゲノムデータに関するコラボレーションメカニズム。病気の予防を
改善し、より個別化された治療を可能にし、臨床的にインパクトのある
新しい研究に十分なスケールの提供が目的

 2014年4月よりEU、EEA、EFTAの国を対象とした署名を開始してお
り、ドイツを含め現在23か国が署名

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/di

gital-

single-

market/en/

news/germ

any-joins-

1million-

genomes-

initiative

ヘルスケア

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/germany-joins-1million-genomes-initiative
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ヘルス
ケア

欧州 2-E7 EUは、すべ
てのスマー
トフォンに対
するUSB-C
採用の強制
化について
投票予定

1月16日 欧州議会はEU内で販売する全ての「携帯電話、タブレット、電子書籍
リーダー、その他の携帯機器」に適合する共通充電器の義務化について
検討中

 背景：
 互換性のない充電器はアイテムが不要になった際に大量の廃棄物が
発生するため、環境に悪影響

 2011年に欧州委員会は、マイクロUSBがブロック内の国で販売され
る承認済みコネクタになることを宣言。宣言には拘束力はないが、業
界はそれを順守するよう奨励しAppleも協定へ署名

 しかし、2012年にAppleは独自規格のLightningを導入
 2014年の無線機器指令(2014/53/EU)にて共通の充電器の採用を強
く推奨したが、義務化はされず

 2018年に携帯電話やその他の同様のデバイスの充電器を標準化を
提案

 本件に関して法律が可決された場合、EUで携帯電話を販売する全てのスマート
フォンメーカーは、規模の大小にかかわらず、USB-Cを使用する義務が発生

xdadevelopers

the Resister

欧州議会

https //ww

w xda-

developers

com/eu-

vote-force-

smartphon

es-adopt-

usb-c/

https //ww

w theregist

er.co.uk/20

20/01/17/e

u goes ful

l usb c ja

b at apple

/

https //ww

w europarl.

europa.eu/

news/en/ag

enda/briefi

ng/2020-

01-

13/13/call-

to-

introduce-

common-

charger-

for-all-

mobile-

phones

ヘルスケア

https://www.xda-developers.com/eu-vote-force-smartphones-adopt-usb-c/
https://www.theregister.co.uk/2020/01/17/eu_goes_full_usb_c_jab_at_apple/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/13/call-to-introduce-common-charger-for-all-mobile-phones
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ヘルス
ケア

欧州 2-E8 EU、公共の
場での顔認
識の一時的
な禁止に
注目

1月17日 The Guardianは監視に対する市民からの懸念を踏まえ、欧州委員会が
駅、スポーツスタジアム、ショッピングセンター等の公共の場での顔認識
技術の使用を一時的に禁止する可能性があると発表

 想定される記載内容：
 公共の場での顔認識技術の使用に対し、時間制限付き(3～5年間)の
禁止を含む可能性有

 欧州委員会のホワイトペーパー草案の最終バージョンは、AI規制の広範な見直
しの一環として2月に公開される予定

The Guardian
https //ww

w theguard

ian com/tec

hnology/20

20/jan/17/e

u-eyes-

temporary-

ban-on-

facial-

recognition

-in-public-

places

ヘルスケア

https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/17/eu-eyes-temporary-ban-on-facial-recognition-in-public-places
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ヘルス
ケア

欧州 2-E9 ETSIは、
次の2つの
主要な標準
を発行：次
世代112と
高度なモバ
イルロケー
ション

1月20日 ETSIの緊急通信特別委員会は、①次世代の欧州緊急サービスである

NG112に関するETSI TS 103 479、②特定の高度なモバイルロケーショ
ン機能に関するETSI TS 103 625の 2つの仕様を発表

 ①ETSI TS 103 479概要：
 名称：Emergency Communications (EMTEL);Core elements for 

network independent access to emergency services

 緊急サービスへのネットワークに依存しないアクセスのためのアーキ
テクチャ、コア要素及び対応する技術的インターフェースについて説
明。本規格にて説明されるアーキテクチャは、「次世代112アーキテク
チャ(NG112)」

 ②ETSI TS 103 625概要：
 名称：Emergency Communications (EMTEL);Advanced Mobile 

Location for emergency calls 

 発信者の最も正確な位置を提供するAdvanced Mobile 

Location(AML)テクノロジーについて規定。
 AMLは、緊急時に発信者が自分の居場所が不明な場合や、緊急支
援を派遣する際の最短ルートの特定などに利用され、現在全ての
Android及びIOS携帯電話に既に実装済。

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https //ww

w etsi.org/n

ewsroom/p

ress-

releases/1

702-2020-

01-etsi-

issues-two-

major-

standards-

for-

emergency

-calls-next-

generation-

112-and-

advanced-

mobile-

location

ヘルスケア

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1702-2020-01-etsi-issues-two-major-standards-for-emergency-calls-next-generation-112-and-advanced-mobile-location


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2548

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(10/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(10/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

ドイツ 2-E10 エネルギー
表示条例に
より167テラ
ワットのエネ
ルギーを
節約

1月20日 欧州委員会は冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機、テレビ、ランプに関する新し
い規則を発表し、エコデザインとエネルギー効率をより高めるための基準
を設定(12月5日)
 EU委員会は、新規規則が2030年までに年間約167テラワット時のエネルギーを
節約すると予測

 新規規則概要
 冷蔵庫、洗濯機、回転式乾燥機、食器洗い機、モニター、テレビ、ラン
プに対し新規エネルギーラベルを導入(2021年3月開始。ランプのみ
2021年9月開始)

 ラベルにはQRコードが付与され、これによりEPRELデータベース(エ
ネルギーラベリング用の欧州製品データベース)から各製品の追加情
報を取得可能

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik im DIN 

und VDE 

(DKE)

https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/home-

building/ne

ws/energie

kennzeichn

ungsverord

nung-spart-

167-

terrawatt-

energie-ein

欧州 2-E11 医療におけ
るAI–

COCIRの
使用例

1月21日 COCIRはホワイトペーパー「ヘルスケアにおけるAI」に係るユースケース
ライブラリを発表

 背景：
 2019年4月ホワイトペーパー「ヘルスケアにおけるAI」発出
 2018年「健康に関するAIのタスクフォース」設立

 ユースケースライブラリ内容：
 医療提供者がワークフローを最適化するためにAIテクノロジーをどの
ように組み込んでいるかを詳述

 介護者が意思決定支援と自律的意思決定の双方においてAIを活用
する方法を記載

 医療画像/放射線学(放射線量の削減を含む)、産科、救急医療、一般
診療を含む多くの臨床分野の調査に基づく症例について紹介

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry

(COCIR)

https //ww

w cocir.org/

media-

centre/pres

s-

releases/ar

ticle/artifici

al-

intelligence

-in-

healthcare-

cocir-use-

cases.html

ヘルスケア

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/home-building/news/energiekennzeichnungsverordnung-spart-167-terrawatt-energie-ein
https://www.cocir.org/media-centre/press-releases/article/artificial-intelligence-in-healthcare-cocir-use-cases.html
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ヘルス
ケア

欧州 2-E12 2020作業
プログラム
が公開され
ました！

1月21日 ECOSは2020年の作業プログラムを公表。クリーンで循環的な経済への
移行促進し、気候変動と戦うための標準化戦略を推進する予定を提示

 作業プログラムにおける優先事項
 政策と標準の両方の観点から、循環経済を実現
 プラスチックの使用と汚染の大幅な削減を推進し、環境に優しいリサ
イクルを実現

 建設、繊維、電子機器、暖房、バッテリーを含む幅広い製品の設計段
階で、循環且つ低炭素の考え方を組み込むためエコデザイン政策の
実施における高いレベルの野心を求めるキャンペーンを実施

 スマートホーム、建物、電気自動車や気候に優しい自然冷媒等の製
品を含む、気候に優しい技術を推進

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/our-

2020-work-

programme

-now-

published/

2-E13 専門家の
募集–
エコデザイ
ンの標準化

1月23日 エコデザインフレームワークの下でエネルギー関連製品分野の標準化に
向けた専門家を募集中(2月13日締切)

 専門家に求められるスキル：
ICT製品、ポンプ、モーター、白物家電、照明製品、エアコン、ヒートポンプ、
太陽光発電、スマート家電 等に関する知識
 環境NGOの価値に対する強いコミットメントを示し、書面および口頭で
のコミュニケーションと交渉のスキルの証明

 EUのエコデザイン及びエネルギー表示規制の枠組みの理解、ならび
にエネルギー及び資源効率化政策及び標準化開発の経験の所有

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/call-for-

experts-

ecodesign-

standardis

ation/

ヘルスケア

https://ecostandard.org/news_events/our-2020-work-programme-now-published/
https://ecostandard.org/news_events/call-for-experts-ecodesign-standardisation/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(12/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(12/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

英国 2-E14 MDR及び
IVDRに対
する2番目
の正誤表
警戒報告–
更新された
製造者イン
シデント
報告(MIR)
フォーム

1月23日 BSIは欧州委員会がEU公式ジャーナル(OJEU)で医療機器規則(MDR)
及び体外診断用医療機器規則(IVDR)に係る2番目の正誤表を公開して
いることを紹介

 MDRの主な変更事項：
 医療機器指令93/42/EEC(MDD)にてクラスIとして分類されたデバイ
スは、以下の条件が満たされた場合、2024年5月26日まで市場に投
入し続けることが可能

 メーカーが2020年5月26日以前にMDDの下で「適合宣言」を発
行

 欧州医療機器規則(MDR)の下で通知された身体の接触を必要
するデバイス

 2020年5月26日以降、デバイスのおける設計または使用目的
に大きな変更がない製品

 IVDRの主な変更事項：
 輸血、移植、細胞投与を目的とする血液、血液成分、細胞、組織、臓
器の免疫学的適合性を確保するための血液型分類または組織タイピ
ングに使用するデバイスを含む、Regulation (EU) 2017/745付属書
VIIIの規則2に該当するデバイスについては、一部の例外を除きクラ
スCであると規定

 正誤表には、付属書VIIIの規則2に母子間の血液型の不適合性を判
定するための装置も含まれていることを明記

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https //ww

w bsigroup.

com/en-

GB/medica

l-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2020-

news/seco

nd-

corrigenda-

to-the-mdr-

and-ivdr/

ヘルスケア

https://www.bsigroup.com/en-GB/medical-devices/news-centre/enews/2020-news/second-corrigenda-to-the-mdr-and-ivdr/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(13/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(13/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E15 米アップル、
EUのスマホ
充電ケーブ
ル端子規格
統一化に
反対

1月24日 アップルは、EUが提唱するスマートフォンの充電ケーブル端子の規格
統一化について、反対する姿勢を表明(1月23日)

 アップルのコメント：
 スマートフォンの充電ケーブル端子を同一にする規制は、イノベーショ
ンを促進するどころかむしろ妨げ、電子機器の廃棄物を大量に生み
出すことから、欧州の消費者と経済全体にとって有害

 欧州委員会は、引き続き業界のイノベーション能力を制限しない解決
策を模索するよう希望

 今後の動き:

 欧州委員会は1月末または2月初旬に、充電ケーブル端子の規格統
一化がもたらす影響に関し調査報告を公表予定

Reuters
https //jp.re

uters.com/

article/eu-

apple-

charger-

idJPKBN1

ZN010

2-E16 新しいEN 

17269「健
康情報学-
国際患者要
約」(IPS)は、
世界中で良
好なレベル
のケアを
保証

1月24日 CEN CENELECは健康情報に関する新規規格EN 17269を発行したこと
を発表

 規格名称：
• EN 17269：Health informatics - The International Patient 

Summary

 規定内容：
 患者の所属国にある医学的背景と病歴に関する情報を、予定外の治
療が必要になった場合に、別の国の医療専門家と共有するために必
要なデータセットを形式化

 グローバルなヘルスデータ交換が可能となることを受け、制御された
方法による安定性と拡張性の両方を備えた単一のソリューションを提
供

 策定機関：
 CEN / TC 251「健康情報学」(議長：オランダ(NEN))

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

005 aspx

ヘルスケア

https://jp.reuters.com/article/eu-apple-charger-idJPKBN1ZN010
https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-005.aspx
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(14/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(14/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E17 アップルは
問題の渦中
に、欧州は
共通の充電
ポートの
規制を通過

1月31日 欧州議会は、スマートフォンなどの小型機器の充電ケーブル端子の規格
を統一するように求める議案を賛成多数により採決
 Appleを除く全主要メーカーは、全てのスマートフォンへの共通充電ポートの導入
に同意

 独自規格のLightning端子を採用しているAppleは既に本規制に反対の意を示し
ているが、議案の可決は打撃となる可能性有

 議案内容：
 e-waste(デジタルごみ)を削減し、機器を買い替えるごとに新しいケー
ブルを用意する消費者の手間を減らすために、規制を設け充電端子
規格の統一を推奨

 今後の動き
 7月までに欧州委員会が立法化し、EU内で機器を販売するスマホ
メーカーなどが規制の対象となる予定

FOSSBYTES

engadget

https //foss

bytes.com/

apple-in-

trouble-eu-

pass-

regulation-

common-

charging-

ports/

https //japa

nese enga

dget.com/j

p-2020-01-

31-eu.html

2-E18 EN 301 

549 V3.1.1

(2019-11)
公開

1月 ANECは、EN 301 549 V3.1.1「ICT製品及びサービスのアクセシビリティ
要件」の発行を歓迎

 規格策定機関：
 CEN / CENELEC / ETSI合同作業グループ「eAccessibility」
 ETSI TC Human Factors

 ANECは起草以来、本規格の標準化に貢献
 規格概要：

 公共機関のWebサイト及びモバイルアプリケーションのアクセシビリ
ティに関するWeb Accessibility指令(Directive(EU)2016/2012)にア
ライン

 WCAGトリプルA、RealTimeTextの相互運用性、ビデオ機能を備えた
ICT等について規定

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

ヘルスケア

https://fossbytes.com/apple-in-trouble-eu-pass-regulation-common-charging-ports/
https://japanese.engadget.com/jp-2020-01-31-eu.html
https://www.anec.eu/publications/newsletters


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2553

【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(15/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(15/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E19 EU MDR及
び IVDRに
関するこれ
らのセッショ
ンをお見逃
しなく

1月17日 medionlineは医療デザイン＆製造(MD＆M)West 2020会議プログラム
が開催予定であることを発表(2月11日(予定))

 目的：
 EU MDR及びIVDRの準備に際しての重要な視点を提供
 2020年5月に施行されるEUの医療機器規制(MDR)へ、また2022年5
月に施行される体外診断用医薬品規制(IVDR)へのコンプライアンス
対応

 プログラム内容：
 医療機器及びIVD企業の規制担当の専門家からの意見共有
 BSI Medical Devicesのヘルスケア開発担当副社長が講演し、規制
関連の専門家も登壇予定

medionline
https //ww

w mddionli

ne.com/do

nt-miss-

these-

sessions-

eu-mdr-

and-ivdr

ヘルスケア

https://www.mddionline.com/dont-miss-these-sessions-eu-mdr-and-ivdr
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(16/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(16/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E20 年齢に優し
い建物、都
市、環境の
ための革新-
アクショング
ループ会議

1月20日 欧州委員会は年齢に優しい建物、都市、環境のためのAction Group 

D4がワークショップを開催予定であると発表
(3月3日～3月4日@イタリア予定)

 ワークショップ概要：
 中欧イニシアチブ–事務局(CEI-ES)が主催
 D4 Action Plan(age-friendly buildings, cities and environments)を
テーマにしたネットワーキングと経験の共有に加え、「アクティブ且つ
健康な老化に関する欧州イノベーションパートナーシップ(AIP on 

AHA)」を超えたパートナーシップの将来について議論
 ヘルスケアと文化遺産に関連するトピックに取り組み、各地域の優れ
た事例を紹介予定

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/di

gital-

single-

market/en/

news/innov

ation-age-

friendly-

buildings-

cities-and-

environme

nts-action-

group-

meeting

2-E21 スマートシ
ティとコミュ
ニティに関
する公開
会議

1月 ETSIはANECと共同で、スマートシティとコミュニティに関する公開会議を
開催(12月11日@ブリュッセル)

 討議内容：
 ユーザビリティ、アクセシビリティ及びデータセキュリティが対処されな
いことが多い中、使いやすさ、アクセシビリティなど、市民と消費者の
要件を満たすために標準化が果たす役割

 標準化が市民および消費者の要件を満たす方法を説明
 経済及び社会変革を達成する上で標準が果たすことができる役割

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

ヘルスケア

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-age-friendly-buildings-cities-and-environments-action-group-meeting
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(17/17)

ヘルスケア分野関連記事詳細(17/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E22 ANECは
材料効率に
関する
新しい
CENELEC 

WGに参加

1月 ANECはCENELEC / TC 59X / WG23(Resource Efficiency)の最初の
会議に出席(2019年12月)

 会議概要：
• WGのタイトルを「家庭用及び類似の電気器具の材料効率(Material 

efficiency of household and similar electrical appliances)」に決定
• 当初提案されていたタイトルに含まれていた"resource"を"material"に
置き換え

 今後の動き：
 標準化要求を発行(2020年3月)、採用予定(2020年6月)

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

ヘルスケア

https://www.anec.eu/publications/newsletters
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(18/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U1 MedTech
アップデート
2020：医療
技術領域に
おいて注目
すべき法、
規制上の
問題

1月7日 Akin Gumpは、米国食品医薬品局(FDA)による規制など2020年に医療
機器メーカーや研究所が注目すべき法規制上の問題を発表

 言及された問題(主要内容につき抜粋)：
 FDAによる販売前審査の改革
 Federal AntiKickback Statute (AKS) やPhysician Self-Referral 

Law (Stark Law) の改正など医療ケアプログラムの改定
 米中貿易摩擦などに伴う国際貿易の規制強化
 特許など知的財産に関する法令の改定
 政府との取引に関するFalse Claims Actの施行
 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律(HIPAA)の改定や

CCPAの施行など医療データの保護に関する規制強化

Akin Gump
https //ww

w akingum

p.com/en/n

ews-

insights/me

dtech-

update-

2020-legal-

and-

regulatory-

issues-to-

watch-for-

the.html

ヘルスケア

https://www.akingump.com/en/news-insights/medtech-update-2020-legal-and-regulatory-issues-to-watch-for-the.html
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(19/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州/
米国

2-U2 ロボット手術
の規制を検
討する必要

1月8日 医師らは、欧米においてロボット手術の発展に現行の規制内容が追いつ
いておらず、今後の規制制定が必須であることを指摘

 背景：
 ロボットの支援を受けた手術(RAS)の技術発展が急速に進む一方、
欧米では必要な規制が不在
 欧州

 手術ロボットは医療機器指令(MDD)により、メスやはさみと同じ
Class IIb medical devicesに分類

 RASを使用する医師特有の資格が不存在
 RASは、他の医療機器と同様、販売前に1つ1つ認証を取得

 米国
 欧州同様、米国食品医薬品局(FDA)が手術ロボットを医療機器
として扱い個別に審査を実施

 FDAは治療行為そのものは規制できないため、トレーニングの
実施などに関して強制力を不保持

 ロボットの支援を受けた手術(RAS)の規制が不在であるため、医師らは、RASの
自律性の度合いに応じた規制や手術ロボットのモニタリング方法などに関する規
制を提案

The 

Regulatory 

Review

https //ww

w theregre

view org/20

20/01/08/k

unwar-

robotic-

surgeries-

need-

regulatory-

attention/

ヘルスケア

https://www.theregreview.org/2020/01/08/kunwar-robotic-surgeries-need-regulatory-attention/
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(20/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U3 2020年にお
けるスマート
ホームに
関する5大
トレンド

1月13日 2020年のスマートホームの5大トレンドの1つとして、標準化の進展に言及
 バーナード・マー氏(シンクタンク/戦略アドバイザー等担当・作家)指摘
事項：
 2020年のスマートホームの5大トレンドの1つとして標準化の進展を指
摘
 GoogleやAmazon、Appleなどの機器製造業者が共通のプラット
フォームや規格の務めている他、消費者も多様なネットワークへの
接続性を希望

 セキュリティの観点からも様々な規格の混在は脆弱性を招く可能
性があるため標準化の進展は必須

 その他のトレンドとして、機械学習の進歩によるよりスマートな機器の
実現、ロボットの普及、ヘルスケアとの融合、5G やWiFi 6の普及に伴
う通信高速化を指摘

Forbes
https //ww

w.forbes.co

m/sites/ber

nardmarr/2

020/01/13/t

he-5-

biggest-

smart-

home-

trends-in-

2020/#3a3

a42cf389b

2-U4 米国FDAは、
ISO 14971
の最新版を
医療機器の
規格として
承認

1月14日 米国食品医薬品局(FDA)は、医療機器のリスクマネジメントに関する規格
ISO 14971の最新版を米国において承認

 ISO 14971:2019の概要：
 医療機器及び体外診断用医薬品(IVD)のライフサイクル全体における
リスクマネジメントに関する規格

 事業者への影響・対応：
 FDAは、旧版ISO 14971:2007に基づいた適合性の宣言を受け入れ

(2020年12月25日まで)

 最新版に基づいた適合性宣言のみを受け入れ
(2020年12月25日以降)

EMERGO
https //ww

w emergob

yul.com/blo

g/2020/01/

us-fda-

recognizes

-latest-

edition-iso-

14971-

medical-

device-

consensus-

standard

ヘルスケア

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/01/13/the-5-biggest-smart-home-trends-in-2020/#3a3a42cf389b
https://www.emergobyul.com/blog/2020/01/us-fda-recognizes-latest-edition-iso-14971-medical-device-consensus-standard
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(21/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U5 NISTは、プ
ライバシー
フレーム
ワークの
バージョン
1.0を発行

1月16日 米国国立標準技術研究所(NIST)はプライバシーに関するフレームワーク
を発表
 個人情報を活用した製品やサービスの活用と個人情報の保護の両立を図るため、

NISTは、NIST Privacy Framework: A Tool for Improving Privacy through 

Enterprise Risk Managementを発表
 フレームワークの概要：

 製品やサービスに起因するプライバシーリスクの管理、California 

Consumer Privacy Act (CCPA) 、EU一般データ保護規則 (GDPR) 
などの規制順守のための自主的なツールとして開発

 個人情報の活用と保護の改善を目指す団体向けにプライバシー保護
の戦略を提示

 更に、プライバシーリスクマネジメントの概念の分類やNISTの
Cybersecurity Frameworkとの関係も提示

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

(NIST)

https //ww

w nist.gov/

news-

events/new

s/2020/01/

nist-

releases-

version-10-

privacy-

framework

再掲

ヘルスケア

https://www.nist.gov/news-events/news/2020/01/nist-releases-version-10-privacy-framework
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(22/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U6 知っていま
したか？
(ヘルステッ
ク分野に
ついて)

1月17日 米国規格協会(ANSI)は、傘下団体によるウェアラブル端末やAR・VR、
歯科インフォ―マティクスなどに関する規格策定の取り組みを紹介

 取り組み紹介(抜粋)：
 Consumer Technology Association (CTA) は、医療目的のウェアラ
ブル端末から収集した個人データの適切な管理方法に関するホワイト
ペーパーを発行

 IEEEは、治療や診断へのAR・VR端末活用に関するワークショップを
開催予定(1月28日@ラトガーズ大学)

 American Dental Association (ADA) の規格委員会は、歯科イン
フォ―マティクスに関する2文書へのコメントを募集(2月17日まで)

 Proposed ANSI/ADA Standard No. 1094 for Quality 

Assurance for Digital Intra-Oral Radiographic Systems

 Proposed revision of ADA Technical Report No. 1088 for 

Human Identification by Comparative Dental Analysis

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=a

e5a595f-

066d-

46a7-

ab94-

8dc3c4694

fd0

ヘルスケア

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=ae5a595f-066d-46a7-ab94-8dc3c4694fd0
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(23/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U7 ULと退役軍
人省による
研究は、
より堅ろうな
コネクティド
医療機器に
貢献すると
期待

1月21日 ULと米国退役軍人省(VA)の共同研究は、調達時のサイバーセキュリティ
考慮に関する規格UL 2900の活用により、サイバーセキュリティの改善が
可能であるとの結論を提示

 背景：
 VAは、160以上の医療施設を管理し、9百万人以上の退役軍人に
サービスを提供するが、サイバーセキュリティ対策が不十分
 コネクティド医療機器の調達時、サイバーセキュリティの検討をVA 

Directive 6550 “Pre-Procurement Assessment and 

Implementation of Medical Devices/Systems”に基づいた運用を
行っているものの、効率の悪さや、ライフサイクル全体をカバーで
きていないことが課題に

 ULとVAは、Cooperative Research and Development Agreement 

(CRADA) に基づき、2016年よりUL 2900の活用を通じて上記課題の
解決が可能かを研究

 共同研究の実施及び結果概要：
 VA Directive 6550とUL 2900の互換性を幅広い要素に基づき確認
 ハッキングのデモを行い、UL 2900認証を受けた医療機器の安全性
を確認

 UL 2900が、調達のリードタイムや調達後のサイバーセキュリティの
パフォーマンスに寄与することを確認

 UL 2900が、サイバーセキュリティリソースの適切な再配置に役立つ
ことを確認

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https //ww

w ul.com/n

ews/ul-va-

study-

results?ut

m source=

linkedin&ut

m medium

=social&ut

m campai

gn=co bl

20200122

&utm term

=corp&utm

content=s

ocial org&l

inkId=8101

5242

ヘルスケア

https://www.ul.com/news/ul-va-study-results?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=co_bl_20200122&utm_term=corp&utm_content=social_org&linkId=81015242
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(24/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U8 政府レポー
トは、臨床
研究推進に
おけるAIの
役割に言及

1月22日 米国会計検査院(GAO)は、医療におけるAIの活用に関する報告書発表
し、治療法や医薬品開発に有益である一方、倫理的、法的、経済的、
社会的課題を抱えていると指摘

 報告書内にて指摘している課題：
 医療の意思決定に関わるアルゴリズムやデータの透明性の確保
 医療従事者に対する適切な教育
 臨床試験におけるAI活用の成熟

The 

Association of 

Clinical 

Research 

Professionals 

(ACRP)

https //acrp

net.org/202

0/01/22/fed

eral-report-

touts-role-

of-ai-in-

boosting-

clinical-

research/

2-U9 SMART 

Health IT 

Projectは、
患者の健康
データに
着目

1月24日 医療情報の相互運用規格策定に取り組むSMART Health IT Projectは、
モバイル端末で取り扱う患者生成健康データ(PGHD)のデータ共有
フレームワーク“SMART Markers”を開発中

 背景：
 Boston Children’s Hospital Computational Health Informatics 

Programが母体となって発足したSMART Health IT Projectは、医療
情報の齟齬運用規格策定に従事

 近年PGHDの活用が進むものの、電子健康記録(EHR)への情報取り
込み方式の標準化が不在

 SMART Markers概要：
 医療アプリ開発事業者用向けに、医療者の要求に応じて患者が

PGHDをモバイル端末上で共有するためのデータ共有フレームワー
ク

 開発された第1版はiOSのみに対応するが、今後はAndroid対応に向
け作業中

Healthcare 

Innovation

https //ww

w hcinnova

tiongroup.c

om/interop

erability-

hie/fast-

healthcare-

interoperab

ility-

resources-

fhir/news/2

1122768/s

mart-

health-it-

project-

turns-

focus-to-

patientgen

erated-

health-data

ヘルスケア

https://acrpnet.org/2020/01/22/federal-report-touts-role-of-ai-in-boosting-clinical-research/
https://www.hcinnovationgroup.com/interoperability-hie/fast-healthcare-interoperability-resources-fhir/news/21122768/smart-health-it-project-turns-focus-to-patientgenerated-health-data
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(8/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(25/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U10 募集：人間
の選択に影
響を与える
ロボット、イ
ンテリジェン
ト、自律シス
テムへの倫
理の適応に
関する
Thought 

Leader

1月28日 IEEE Robotics ＆ Automation Society (RAS) は、ロボット、インテリ
ジェント、自律システムに関する規格IEEE P7008TMの策定に参加する
専門家を募集

 規格案概要：
 名称：IEEE P7008 - Standard for Ethically Driven Nudging for 

Robotic, Intelligent and Autonomous Systems

 人間の選択に影響を与えるロボット、インテリジェント、自律システム
開発に関与する開発者や倫理学者にガイドラインを提供
 人の選択に影響を与えるナッジ技法・技術を概説し、透明で倫理
的な意思決定確保のための設計手法、倫理リスクと危害のアセス
メント、実装後の評価の枠組みを提示

IEEE Robotics 
＆ Automation 

Society (RAS)

https //ww

w ieee-

ras.org/abo

ut-

ras/latest-

news/1564

-wanted-

thought-

leaders-on-

applying-

ethics-to-

robotic-

intelligent-

and-

autonomou

s-systems-

that-

influence-

human-

choice

2-U11 ヘルスケア
データへの
患者のアク
セスに関す
る連邦規制
に、電子
医療記録
(EMR)ベン
ダーが反対

1月30日 米国最大の医療電子記録(EMR)システムベンダーのEpic社は、米国
保健福祉省(HHS)が制定中の医療情報の相互運用に関する規則に反対
を表明

 背景：
 HHSは、医療情報の相互運用性向上を定めた21st Century Cures 

Actに基づき、医療情報の相互運用に関する規則を最終化中
 Epic社は、プライバシー保護の観点から新たな規則の策定に反対を表明
 一方、相互運用性向上を目指すComputational Health Informatics Programの

Kenneth D. Mandl医師は、Epic社が現状縦割りで独占している医療情報の共有
に抵抗しているとして批判

Computerworl

d

https //ww

w compute

rworld.com

/article/351

8401/fed-

rule-to-

open-

patient-

access-to-

healthcare-

data-gets-

emr-

vendor-

pushback.h

tml/

ヘルスケア

https://www.ieee-ras.org/about-ras/latest-news/1564-wanted-thought-leaders-on-applying-ethics-to-robotic-intelligent-and-autonomous-systems-that-influence-human-choice
https://www.computerworld.com/article/3518401/fed-rule-to-open-patient-access-to-healthcare-data-gets-emr-vendor-pushback.html
https://www.statnews.com/2020/01/27/epic-block-proposed-data-rule/
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(9/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(26/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U12 OCFは、世
界で初のス
マートホー
ムの国際規
格を発表；
新たなクラ
ウドインター
フェースに
基づくス
マートホー
ムソリュー
ションを
CES 2020
で展示予定

1月2日 IoTに関する規格策定を行うOpen Connectivity Foundation (OCF) 
は、OCF規格に基づき相互運用が可能なIoT製品をCES 2020で展示
すると共に、Universal Cloud Interface (UCI) を発表

 CES 2020での展示概要：
 OCF規格に基づき安全で確実に相互運用可能な製品を展示予定
(1月7日@ラスベガス)

 BSC Computer GmbH、COMMAX、Haier、LG Electronics、
Resideo、Samsung Electronics、SURE Universalの製品を展示
予定

 これらの製品は、2020年にOCF 2.1認証を取得予定
(※)OCF UCI：クラウドサーバーやIoT機器のエコシステムの統合を実現する業界初
のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を指す

The Open 

Connectivity 

Foundation 

(OCF)

https //ope

nconnectivi

ty.org/the-

open-

connectivit

y-

foundation-

introduces-

worlds-

first-

internation

al-

standard-

for-smart-

home-will-

demonstrat

e-new-ocf-

universal-

cloud-

interface-

based-

smart-

home-

solutions-

at-ces-

2020/

ヘルスケア

https://openconnectivity.org/the-open-connectivity-foundation-introduces-worlds-first-international-standard-for-smart-home-will-demonstrate-new-ocf-universal-cloud-interface-based-smart-home-solutions-at-ces-2020/
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/2)

ヘルスケア分野関連記事詳細(27/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C1 国家規格
「フラットパ
ネルテレビ
およびセット
トップボック
スのエネル
ギー効率許
容値および
エネルギー
効率評価(ド
ラフト)」に
対する意見
募集

1月4日 国家(GB)規格「薄型テレビおよびセットトップボックスのエネルギー効率
許容値およびエネルギー効率等級(ドラフト)」に対する意見募集
(2月2日まで)

 意見募集対象の規格概要：
 GB 24850-2013「薄型テレビのエネルギー効率許容値およびエネル
ギー効率等級」および、GB 25957-2010「セットトップボックスのエネ
ルギー効率許容値およびエネルギー効率等級」の改訂規格

国家標準化
管理委員会
(SAC)

http //www.

sac.gov.cn/

gzfw/zqyj/2

02001/t202

00109 343

935 htm

2-C2 「高齢者介
護施設の
サービスの
安全性に関
する基本仕
様」強制国
家規格に関
する国務院
の説明会

1月13日 国務院が「高齢者介護施設サービスの安全性に関する基本仕様」強制
国家規格に関する説明会を開催(1月13日)

 説明会概要：
 国家市場監督管理総局と国家標準化委員会が、強制国家規格GB 

38600-2019「高齢者介護施設のサービスの安全性に関する基本仕
様」を発行(2019年12月27日)

 本規格は、2016年5月及び同年12月の習近平国家主席による高
齢者介護施のサービス品質基準・評価の確立、監督の強化に対
する指示により策定が開始

 本規格は高齢者介護における、防火、衛生と健康、環境保護、食品、
医薬品、建物、施設の要件について規定

中国国務院
新聞弁公室

http //www.

scio.gov cn

/32344/323

45/42294/4

2397/index

htm

ヘルスケア

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/202001/t20200109_343935.htm
http://www.scio.gov.cn/32344/32345/42294/42397/index.htm
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/2)

ヘルスケア分野関連記事詳細(28/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C3 工業情報化
部はアウト
ブレイクの
予防と制御
のための
ビッグデー
タ専門家会
議を開催

1月29日 工業情報化部がアウトブレイクの予防と制御のためのビッグデータ専門
家会議を設置(1月27日)

 目的：
 コロナウイルス感染予防及び制御のためのビッグデータ研究の実施

 参加者：
 中国工程院Wu Heping氏、中国工科大学Wu Jianping氏、中国情報
通信学院Li Duo学長、チャイナテレコムShao Guanglu副社長、チャ
イナモバイルJian Qin副社長、チャイナユナイテッド・ネットワーク・コ
ミュニケーションズ・グループBuy Yanzhou副社長、中国情報通信技
術アカデミーWang Zhiqin副所長等

中国工業
情報化部

http //www.

miit.gov.cn/

n1146290/

n1146402/

n7039597/

c7651915/

content.ht

ml

2-C4 7月に発行
された新た
なエアコン
のエネル
ギー効率
規格

1月7日 中国標準化研究院(CNIS)と青島ハイアール空調資源環境研究所が
「エアコンの新たなエネルギー効率規格とハイアールエアコンの高効率
エコロジカルプラットフォームキックオフセレモニー」を開催(1月4日)

 イベント概要：
 CNISのリサーチャーCheng Jianhong氏が強制規格GB 21455-

2019「ルームエアコンの制限値とエネルギー効率評価」について紹介
 Haier Air Industry Wang Li社長が、新たなエネルギー効率規格に対
応したハイアールのエアコンを紹介

 ハイアールが「エネルギー高効率のエコロジカルプラットフォーム」を
関係する研究所と共同で設立し、参加者が「IoT時代におけるエネル
ギー高効率のエアコンの利用」について議論

 参加者：
 ハイアール、一汽解放、ワールドホテルアライアンス等の企業及び人
民日報、中国規格マガジンなどの40以上のメディア

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200108

49233.html

ヘルスケア

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7651915/content.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200108_49233.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(1/2)

ヘルスケア分野関連記事詳細(29/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

タイ 2-A1 タイのデー
タ保護法の
準備が整う

1月16日 タイの個人データ保護法(PDPA)が5月に施行予定
 同法は、EUの一般データ保護規則(GDPR)に基づいており、GDPRと同様、タイ
国民および居住者の個人データを収集する国外のあらゆる組織にも適用

 タイのデジタル経済社会省は、企業間の新しい法律に対する認識向上のための
アウトリーチ活動を実施しており、データ保護のベストプラクティスに関するガイド
ブックも準備中

Computer 

Weekly.com

https //ww

w compute

rweekly.co

m/news/25

2476842/T

hailand-

gets-ready-

for-data-

protection-

law

2-A2 ETDAは、
デジタルID
法案とデジ
タルIDサン
ドボックス法
案に関する
意見聴取会
を開催

1月16日 タイ電子取引開発機構(ETDA)が、「デジタルIDおよび検証システムの監
督管理に関する勅令」及び「デジタルIDサンドボックスイノベーションテスト
プロジェクト参加ガイドライン」のドラフトに関する意見聴取会を開催
(1月16日)

 聴取会への招待機関：
 規制当局および金融機関、電気通信企業、タイ銀行(BOT)、証券取引
委員会(SEC)、放送委員会、テレビ事業者、全国電気通信委員会
(NBTC)、保険委員会(OIC)、反マネーロンダリング局(OIC)、個人
データ保護委員会等

 法案に対する意見はオンラインでも募集(1月10日-5日)

タイ電子取引
開発機構
(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/p

ublic-

hearing-

for-digital-

id-

decree.htm

l

再掲

再掲

ヘルスケア

https://www.computerweekly.com/news/252476842/Thailand-gets-ready-for-data-protection-law
https://www.etda.or.th/content/public-hearing-for-digital-id-decree.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向(2/2)

ヘルスケア分野関連記事詳細(30/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

インド
ネシア

2-A3 インドネシア、
デジタル経
済の好況の
中において
新たな法律
でデータ
保護を
強化

1月28日 インドネシア政府は同意のない個人データの他者への提供を禁止する
「データ保護法案」を提出

 保護対象となるデータ：
 名前、性別、国籍、宗教、医療記録、生体認証、性的指向など

 違反への対応：
 最高7年の懲役または700億ルピア(530万ドル)の罰金を規定

 関連ステークホルダの反応：
 インドネシアEコマース協会(IDEA)のIgnatius Untung議長はデータ保
護が消費者に交渉力を与えると法案を歓迎

Reuters
https //ww

w reuters.c

om/article/

us-

indonesia-

data/indon

esia-to-

step-up-

data-

protection-

with-new-

bill-amid-

booming-

digital-

economy-

idUSKBN1

ZR1NL

タイ 2-A4 マルチクラ
ウドとPDPA
によるサイ
バーセキュ
リティの
更新

1月22日 タイ電子取引開発機構(ETDA)がFortinetとSymantecと共同で「マルチ
クラウドと個人情報保護法(PDPA)によるサイバーセキュリティ」をテーマ
にフォーラムを開催(1月21日)

 トピック：
 ITインフラのセキュリティシステムの設計と実装のガイドラインの策定
 2020年5月27日に施行される「個人情報保護法B.E. 2562」への対応

タイ電子取引
開発機構
(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/i

nformation-

security-

knowledge

-sharing-

series-4-

63.html

再掲

再掲

ヘルスケア

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-data/indonesia-to-step-up-data-protection-with-new-bill-amid-booming-digital-economy-idUSKBN1ZR1NL
https://www.etda.or.th/content/information-security-knowledge-sharing-series-4-63.html
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【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向

ヘルスケア分野関連記事詳細(31/31)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O1 AIが乳がん
のスクリー
ニングを改
善する方法

1月2日 IECは、AIの医療分野への応用における標準開発に関する委員会の
活動について紹介

 紹介された委員会：
 ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial intelligence

 ISO/IEC JTC 1/SC 27 Information security, cybersecurity and 

privacy protection

 IEC/TC 62 Electrical equipment in medical practice

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/how-

ai-may-be-

able-to-

improve-

breast-

cancer-

screening/

2-O2 医療用画像
機器の改修
プロセス

1月14日 IECは、使用済み医療用画像機器の改修に係るIEC 63077:2019 
「Good refurbishment practices for medical imaging equipment」
を発行(2019年11月)

 IEC63077概要：
 IEC TC 62/SC 62B - Diagnostic imaging equipmentが策定を主導
 使用済み医療用画像機器の改修のプロセスについて定義及び説明

 修復、再加工、ソフトウェア/ハードウェアの更新、摩耗した部品の
元の部品への交換等の行為が対象

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/refurbi

shing-

medical-

imaging-

devices/

ヘルスケア

https://blog.iec.ch/2020/01/how-ai-may-be-able-to-improve-breast-cancer-screening/
https://blog.iec.ch/2020/01/refurbishing-medical-imaging-devices/
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テーマ別情報一覧

1月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通

2570
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(1/5)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E1 DINとDKE
のスマート
及び電子
繊維

1月9日 DIN及びVDE | DKEは、先駆的なハイテク素材の1つであるインテリジェ
ントプロパティを備えたスマートテキスタイルの新規委員会を設置予定
(2月)

 スマートテキスタイル概要：
 電子テキスタイルとも呼ばれ、例えば当テキスタイルが使用されてい
る衣服にはセンサーや自動冷却技術、自動発光するものがあり、ス
ポーツや作業服、医療機器として使用

 スマートテクスタイルと電子テキスタイルは技術的に融合された分野
であり、自動車産業や建設産業、家電製品、デジタル化された生産と
将来的には物流まで、様々な分野に応用可能

 新規委員会概要：
 名称：テキスタイル標準/ DKE共同作業委員会(GA)「スマート及び電
子テキスタイル調整委員会」

 ニーズを分析し将来発生しうる問題の議論を目的として、分類、用語、
試験方法、洗浄性について討議

 初期的には「インテリジェント糸、電子糸、ファブリック、テキスタイル」
及び「用語と分類」に取り組む予定

Deutsches 

Institut für 

Normung 

(DIN)

https //ww

w din de/de

/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/smart

e-und-

elektronisc

he-

textilien-

bei-din-

und-dke--

698994

スマートマニュファクチャリング

再掲

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/smarte-und-elektronische-textilien-bei-din-und-dke--698994
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(2/5)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 ASTMイン
ターナショナ
ルは、付加
製造の人材
認証プログ
ラムを開催

1月9日 ASTMインターナショナルは、受講者へ認証付与を行う付加製造(AM)に
関する教育プログラムを開催(3月10日～12日@アラバマ)
 ASTMは、AM教育や人材育成のニーズを充足するため、標準化された技術を含
むAMのコア技術やベストプラクティスをカバーする教育プログラムを開催

 修了者には、ASTMの認証プログラムに関する規格に基づくBasic 

AM Certificateを付与
 プログラムの内容：

 用語
 AMプロセス概要
 デザインとシミュレーション
 原材料
 プロセス後処理
 機械テスト
 非破壊検査
 安全課題
 資格と認証

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-

launches-

personnel-

certificate-

program-

additive-

manufactur

ing

3-U2 80人の付加
製造の専門
家は、2020
年に着目す
べき3Dプリ
ンティングの
トレンドを
予想

1月13日 付加製造(AD)の専門家は2020年に着目すべき動向を予想すると共に、
規格策定の必要性に言及
 3D Printing業界へのヒアリングにおいて、多くの付加製造(AD)の専門家は、

2020年に3Dプリンティングデータの互換性や安全性などに関する国際規格の策
定動向に着目すべきとコメント

3D Printing 

Industry

https //3dpr

intingindust

ry com/new

s/80-

additive-

manufactur

ing-

experts-

predict-the-

3d-printing-

trends-to-

watch-in-

2020-

167177/

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-launches-personnel-certificate-program-additive-manufacturing
https://3dprintingindustry.com/news/80-additive-manufacturing-experts-predict-the-3d-printing-trends-to-watch-in-2020-167177/
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(3/5)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 募集：人間
の選択に影
響を与える
ロボット、イ
ンテリジェン
ト、自律シス
テムへの倫
理の適応に
関する
Thought 

Leader

1月28日 IEEE Robotics ＆ Automation Society (RAS) は、ロボット、インテリ
ジェント、自律システムに関する規格IEEE P7008TMの策定に参加する
専門家を募集

 規格案概要：
 名称：IEEE P7008 - Standard for Ethically Driven Nudging for 

Robotic, Intelligent and Autonomous Systems

 人間の選択に影響を与えるロボット、インテリジェント、自律システム
開発に関与する開発者や倫理学者にガイドラインを提供
 人の選択に影響を与えるナッジ技法・技術を概説し、透明で倫理
的な意思決定確保のための設計手法、倫理リスクと危害のアセス
メント、実装後の評価の枠組みを提示

IEEE Robotics 
＆ Automation 

Society (RAS)

https //ww

w ieee-

ras.org/abo

ut-

ras/latest-

news/1564

-wanted-

thought-

leaders-on-

applying-

ethics-to-

robotic-

intelligent-

and-

autonomou

s-systems-

that-

influence-

human-

choice

3-U4 OCFは、世
界で初のス
マートホー
ムの国際規
格を発表；
新たなクラ
ウドインター
フェースに
基づくス
マートホー
ムソリュー
ションを
CES 2020
で展示予定

1月2日 IoTに関する規格策定を行うOpen Connectivity Foundation (OCF) 
は、OCF規格に基づき相互運用が可能なIoT製品をCES 2020で展示
すると共に、Universal Cloud Interface (UCI) を発表

 CES 2020での展示概要：
 OCF規格に基づき安全で確実に相互運用可能な製品を展示予定

(1月7日@ラスベガス)

 BSC Computer GmbH、COMMAX、Haier、LG Electronics、
Resideo、Samsung Electronics、SURE Universalの製品を展示
予定

 これらの製品は、2020年にOCF 2.1認証を取得予定
(※)OCF UCI：クラウドサーバーやIoT機器のエコシステムの統合を実現する業界初
のアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を指す

The Open 

Connectivity 

Foundation 

(OCF)

https //ope

nconnectivi

ty.org/the-

open-

connectivit

y-

foundation-

introduces-

worlds-

first-

internation

al-

standard-

for-smart-

home-will-

demonstrat

e-new-ocf-

universal-

cloud-

interface-

based-

smart-

home-

solutions-

at-ces-

2020/

スマートマニュファクチャリング

再掲

再掲

https://www.ieee-ras.org/about-ras/latest-news/1564-wanted-thought-leaders-on-applying-ethics-to-robotic-intelligent-and-autonomous-systems-that-influence-human-choice
https://openconnectivity.org/the-open-connectivity-foundation-introduces-worlds-first-international-standard-for-smart-home-will-demonstrate-new-ocf-universal-cloud-interface-based-smart-home-solutions-at-ces-2020/
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(4/5)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 2020年
IEEE インテ
リジェントマ
ニュファク
チャリング
標準化委員
会規格提案
募集の
お知らせ

1月6日 2020年 IEEE インテリジェントマニュファクチャリング標準化委員会(IEEE 

/ C / SM)における規格提案内容を募集
 提案に対する初回レビューは2月10日に実施予定

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5979 h

tml

3-C2 全国情報技
術標準化技
術委員会マ
ルチメディア
小委員会の
機械知能の
データコー
ディング規
格ワーキン
ググループ
の初回会議
が開催

1月7日 全国情報技術標準化技術委員会マルチメディア小委員会における機械
知能のデータコーディング規格ワーキンググループ初回会議が開催
(1月2日 @杭州、中国)

 ワーキンググループの目的：
 マシンインテリジェンスおよびヒューマンマシンハイブリッドアプリケー
ションのデータコーディングに関する研究及び国内規格提案を推進

 協議内容：
 規格の要件やマシンインテリジェンスのデータコーディングの研究内
容について議論し、ワーキンググループの今後の活動計画を策定

 参加者：
 Huawei、Hisilicon、Tencent、Ali、DJI、Hikvision、Boyun Vision、

OPPO、ZTE、Konka等の企業、中国電信研究所、中国科学院コン
ピューティング研究所、浙江大学、北京大学、中国科学技術大学、南
京大学、上海交通大学、大連理工大学などの研究機関の専門家

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5978 h

tml

スマートマニュファクチャリング

http://www.cesi.cn/202001/5979.html
http://www.cesi.cn/202001/5978.html
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【情報収集結果】国際におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(5/5)

テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 スマートマ
ニュファク
チャリングに
おけるAIテ
クノロジーに
関する重要
な問い

1月8日 IECは、スマートマニュファクチャリング分野のAI活用に際しての規格活用
の重要性に言及

 背景：
 製造業者は、製品の量と品質を維持しながらプロセスを合理化し、コ
ストとダウンタイムを削減するAI技術に着目

 標準活用の重要性：
 IECは、スマートマニュファクチャリング分野におけるAIの実装におい
ては標準が重要であることを強調

 規格化により、AI活用時に必要な詳細項目について規定可能
 ビッグデータ、信頼性、ニューラルネットワークのバイアスと堅牢性、
用語と基本的なフレームワーク、リスク管理、等

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/import

ant-

questions-

around-ai-

technologi

es-in-

smart-

manufactur

ing/

スマートマニュファクチャリング

https://blog.iec.ch/2020/01/important-questions-around-ai-technologies-in-smart-manufacturing/
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テーマ別情報一覧

1月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通

2576
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E1 交通安全：
標準的な車
両の安全性
に大きな変
化をもたら
す規則が
施行

1月6日 EU Todayは新しい乗用車及びバンに対しCO2排出性能基準を設定する
新規規制を、2020年1月1日以降適用していることを紹介

 目的：
 消費者の燃料消費コストを削減。EU自動車産業の競争力の強化と同
時に、雇用を促進しパリ協定に基づくEUのコミットメントの達成に貢献

 規定内容：
 2025年までに、製造業者は車両とバンについて、2021年時より排出
量を15％削減する必要有

 さらに、2030年までに排出量を、自動車は37.5％、バンは31％削減
する必要有

EU Today
https //euto

day.net/ne

ws/busines

s-

economy/2

020/road-

safety

https://eutoday.net/news/business-economy/2020/road-safety
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E2 交通安全：
標準的な車
両の安全性
について
大きな変化
をもたらす
規則が施行

1月7日 車両の安全性に関する一般安全規則が改訂/施行(1月5日)。2022年7月
より欧州市場に導入される全ての新規車両モデルに高度な安全機能を
装備することを規定

 規則名：
 Regulation (EU) 2019/2144: Regulation (EU) 2019/2144 of the 

European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on 

type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, 

and systems, components and separate technical units intended 

for such vehicles, as regards their general safety and the 

protection of vehicle occupants and vulnerable road users, 

amending Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament 

and of the Council and repealing Regulations (EC) No 78/2009, 

(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 of the European 

Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) 

No 631/2009, (EU) No 406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No 

1003/2010, (EU) No 1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 

1009/2010, (EU) No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 

458/2011, (EU) No 65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 

347/2012, (EU) No 351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 

2015/166 

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

EUR-Lex

https //ec.e

uropa.eu/gr

owth/conte

nt/road-

safety-

rules-

introducing

-major-

shift-

standard-

vehicle-

safety-

enter-

force en

https //eur-

lex.europa.

eu/legal-

content/EN

/TXT/?uri=

uriserv:OJ.

L .2019.32

5.01.0001.

01.ENG&to

c=OJ L 201

9:325:TOC

https://ec.europa.eu/growth/content/road-safety-rules-introducing-major-shift-standard-vehicle-safety-enter-force_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:325:TOC
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E2 交通安全：
標準的な車
両の安全性
について
大きな変化
をもたらす
規則が施行
(前頁続き)

1月7日 車両の安全性に関する一般安全規則が改訂/施行(1月5日)。2022年7月
より欧州市場に導入される全ての新規車両モデルに高度な安全機能を
装備することを規定(前頁続き)

 改訂目的：
 2050年までに死亡者数と重傷者の数をゼロに近づけるというEUの長
期目標の達成

 より接続され、自動化された車両の普及及び欧州の自動車産業のグ
ローバルな革新と競争力の向上

 改訂された内容：
 導入すべき安全機能の規定

 ドライバーの眠気や注意散漫さを検出する技術、歩行者と自転
車利用者の負傷リスクを軽減する衝撃ゾーンの改善、トラック
やバスの危険な死角を減らすシステム、データ記録技術、等

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

EUR-Lex

https //ec.e

uropa.eu/gr

owth/conte

nt/road-

safety-

rules-

introducing

-major-

shift-

standard-

vehicle-

safety-

enter-

force en

https //eur-

lex.europa.

eu/legal-

content/EN

/TXT/?uri=

uriserv:OJ.

L .2019.32

5.01.0001.

01.ENG&to

c=OJ L 201

9:325:TOC

https://ec.europa.eu/growth/content/road-safety-rules-introducing-major-shift-standard-vehicle-safety-enter-force_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.325.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:325:TOC
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モビリ
ティ

ドイツ 4-E3 DINとDKE
のスマート
及び電子
繊維

1月9日 DIN及びVDE | DKEは、先駆的なハイテク素材の1つであるインテリジェ
ントプロパティを備えたスマートテキスタイルの新規委員会を設置予定
(2月)

 スマートテキスタイル概要：
 電子テキスタイルとも呼ばれ、例えば当テキスタイルが使用されてい
る衣服にはセンサーや自動冷却技術、自動発光するものがあり、ス
ポーツや作業服、医療機器として使用

 スマートテクスタイルと電子テキスタイルは技術的に融合された分野
であり、自動車産業や建設産業、家電製品、デジタル化された生産と
将来的には物流まで、様々な分野に応用可能

 新規委員会概要：
 名称：テキスタイル標準/ DKE共同作業委員会(GA)「スマート及び電
子テキスタイル調整委員会」

 ニーズを分析し将来発生しうる問題の議論を目的として、分類、用語、
試験方法、洗浄性について討議

 初期的には「インテリジェント糸、電子糸、ファブリック、テキスタイル」
及び「用語と分類」に取り組む予定

Deutsches 

Institut für 

Normung 

(DIN)

https //ww

w din de/de

/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/smart

e-und-

elektronisc

he-

textilien-

bei-din-

und-dke--

698994

再掲

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/smarte-und-elektronische-textilien-bei-din-und-dke--698994
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モビリ
ティ

欧州 4-E4 ACEA連合
は、持続可
能な燃料と
LPGを放棄
しないように
ECに要請

1月14日 ACEAを含む連合は代替燃料インフラ指令の今後のレビューにおいて
技術中立的なアプローチを取るよう、欧州委員会に対し共同宣言を発出
 代替燃料インフラストラクチャ指令の今後のレビューで技術中立的なアプローチ
を求める、「EU代替燃料定義の法的一貫性に関する共同宣言」を発表

 宣言要旨：
 今後の欧州グリーンディールの下で環境とエネルギー法の見直しに
おいて、持続可能な再生可能燃料やLPGなどのクリーンで実績のあ
る費用対効果の高いソリューションを放棄しないことを要請

 代替燃料の現在の定義を維持し、一貫した政策決定と安定した投資
環境を保証するよう要請

 連合参画者：
 Liquid Gas Europe、ePURE(欧州再生可能エタノール協会)、

EBB(欧州バイオディーゼル委員会)、UPEI(欧州独立燃料供給業者
を代表)

just-auto

欧州自動車
工業会(ACEA)

https //ww

w just-

auto.com/n

ews/acea-

coalition-

calls-on-

ec-not-to-

abandon-

sustainable

-fuels-and-

lpg id1930

53.aspx

https //ww

w acea be/

uploads/pr

ess releas

es files/joi

nt declarat

ion alterna

tive fuels

definition.p

df

https://www.just-auto.com/news/acea-coalition-calls-on-ec-not-to-abandon-sustainable-fuels-and-lpg_id193053.aspx
https://www.acea.be/uploads/press_releases_files/joint_declaration_alternative_fuels_definition.pdf
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モビリ
ティ

欧州 4-E5 天然ガスと
再生可能ガ
ス：燃料交
換インフラス
トラクチャの
展開を加速
するための
共同要求

1月21日 欧州自動車工業会(ACEA)を含む3協会は、EU政策立案者に対し天然ガ
スと再生可能ガス/バイオメタンをEU全体に供給するためのインフラストラ
クチャの整備を加速させるよう要求

 要求名称：
 「Natural and renewable gas: Joint call to accelerate the 

deployment of refuelling infrastructure」
 主な要求内容：

 天然ガスインフラストラクチャを拡張させ、EUの全領域を均等に網羅
すべき

 市場における成長率の高い再生可能ガスの統合と使用を支援すべき
 EUの資金調達スキームを通じたR&I活動支援を維持すべき

 要求実施協会：
 ブリュッセル–欧州バイオガス協会(EBA)、天然＆バイオガス自動車
協会(NGVA Europe)、欧州自動車工業会(ACEA)

欧州自動車
工業会(ACEA)

https //ww

w acea be/

press-

releases/ar

ticle/natural

-and-

renewable-

gas-joint-

call-to-

accelerate-

the-

deploymen

t-of-refuel

https://www.acea.be/press-releases/article/natural-and-renewable-gas-joint-call-to-accelerate-the-deployment-of-refuel
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モビリ
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ドイツ 4-E6 VDA | NA 

Automobile
とVDE | 

DKEはeモ
ビリティ標準
化のための
戦略的パー
トナーシップ
を拡大

1月21日 ドイツ自動車産業協会(VDA)が支援する自動車技術標準委員会(VDA | 

NA Automobil)と、電気工学、電子工学、情報技術(VDE)が支援する
標準組織VDE | DKEが標準化において戦略的協力を強化

 協力目的：
 ドイツにおける自動車部門のCO2排出量をさらに削減し、電気自動車
の普及を促進

 注力分野：
 大型商用車(NFZ)用に対する、高い充電容量を保持しつつ充電時間
を最小限に抑えることが可能な、電力に適合したケーブルを含む充電
インターフェース

 既に議論が進んでいる規格：
 GAK 542.4.3「車両の有線接続用のDCコネクタ」
 GAK 353.0.2「電気自動車のDC充電」
 AK 353.0.103「自動コンダクティブ充電」

 今後の動き：
 新規コネクタの「技術仕様」規格を開発し、国際標準化を見据えドラフ
トを作成予定(2020年度中)

Verband der 

Elektrotechnik, 

Elektronik und 

Informationste

chnik e.V. 

(VDE)

https //ww

w.vde.com/

de/presse/

vda-und-

vde-

kooperiere

n-bei-

nutzfahrze

ugen

https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/mobility

/news/lade

n-

schwerer-

nutzfahrze

uge-

kooperatio

n-vda-naa-

vde-dke

https://www.vde.com/de/presse/vda-und-vde-kooperieren-bei-nutzfahrzeugen
https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/mobility/news/laden-schwerer-nutzfahrzeuge-kooperation-vda-naa-vde-dke
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モビリ
ティ

欧州 4-E7 欧州自動車
工業会、EU
グリーン
ディールの
下でカーボ
ンニュートラ
ル計画を
策定

1月27日 カーボンニュートラル輸送への移行に着手するにあたり、EUの自動車
産業が「欧州グリーンディール導入を支援する10ポイント計画」を発表
(1月22日)

 計画名称：
 「Paving the way to carbon-neutral transport: 10-point plan to help 

implement the European Green Deal」
 ACEA会長コメント(抜粋)：

 政策立案者が特定技術の導入の強制やCO2削減が可能な車両を禁
止せずに技術中立性を保ち、最善の結果を得る取り組みを支援する
必要有

 代替電源車の展開を支援するために、充電ポイントと燃料補給ステー
ションの密なネットワークをEU全体に緊急に展開する必要有

 自動車と商用車の両方のユーザー向けに、一貫した経済的に持続可
能なインセンティブスキームを要求、 等

MARKLINES

欧州自動車
工業会(ACEA)

https //ww

w markline

s com/ja/ne

ws/235218

https //ww

w acea be/

press-

releases/ar

ticle/auto-

industry-

sets-out-

plan-for-

carbon-

neutrality-

under-eu-

green-

deal-amid

4-E8 ISOがシェ
アリングエコ
ノミーに取り
組む

1月 ANECの専門家は、ISO TC 324「シェアリングエコノミー」に関する第2回
全体会議に出席(12月9〜11日@トロント)

 会議目的：
 定義及び原則が含まれることを念頭に、ISO / WD 24561「共有経済-
用語と原則」の作業を継続

 ANECの専門家の発言内容(要旨)：
 プラットフォームの責任と透明性、セキュリティと安全性、苦情処理、
環境と倫理的配慮など、消費者にとって特に懸念される事項に言及

 バイクシェアが規格のスコープから除外されたことに遺憾の意を表明

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

https://www.marklines.com/ja/news/235218
https://www.acea.be/press-releases/article/auto-industry-sets-out-plan-for-carbon-neutrality-under-eu-green-deal-amid
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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欧州 4-E9 年齢に優し
い建物、都
市、環境の
ための革新-
アクショング
ループ会議

1月20日 欧州委員会は年齢に優しい建物、都市、環境のためのAction Group 

D4がワークショップを開催予定であると発表
(3月3日～3月4日@イタリア 予定)

 ワークショップ概要：
 中欧イニシアチブ–事務局(CEI-ES)が主催
 D4 Action Plan(age-friendly buildings, cities and environments)を
テーマにしたネットワーキングと経験の共有に加え、「アクティブ且つ
健康な老化に関する欧州イノベーションパートナーシップ(AIP on 

AHA)」を超えたパートナーシップの将来について議論
 ヘルスケアと文化遺産に関連するトピックに取り組み、各地域の優れ
た事例を紹介予定

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/di

gital-

single-

market/en/

news/innov

ation-age-

friendly-

buildings-

cities-and-

environme

nts-action-

group-

meeting

4-E10 ACI 

EUROPE
が初の航空
サステナビ
リティサミッ
トを開催

1月22日 ACI EuropeはEU2050気候中立性の目標達成に向けた初の航空
サステナビリティサミットを開催(@ブリュッセル)

 会議トピック：
 EU2050気候中立性の目標の達成に向け航空市場を脱炭素化する
必要性

 より持続可能な空港を実現する方法
 参加者：

 EU機関及び加盟国、EUROCONTROL、航空会社、エアバス、NGO、
自治体、空港関連の利害関係者が出席

 (参考)ACI Europe (Airports Council International Europe)概要：
 欧州の業界貿易協会であり、空港の管理と運営における専門的な卓
越性の促進を目的として設立

AITPORTWO

RLD

ACI EUROPE

http //www.

airport-

world.com/

news/gene

ral-

news/7497

-aci-

europe-

hosts-its-

first-

aviation-

sustainabili

ty-

summit ht

ml

https //ww

w aci-

europe.org/

about/profil

e.html

再掲

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-age-friendly-buildings-cities-and-environments-action-group-meeting
http://www.airport-world.com/news/general-news/7497-aci-europe-hosts-its-first-aviation-sustainability-summit.html
https://www.aci-europe.org/about/profile.html
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モビリティ分野関連記事詳細(10/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E11 スマートシ
ティとコミュ
ニティに関
する公開
会議

1月 ETSIはANECと共同で、スマートシティとコミュニティに関する公開会議を
開催(12月11日@ブリュッセル)

 討議内容：
 ユーザビリティ、アクセシビリティ及びデータセキュリティが対処されな
いことが多い中、使いやすさ、アクセシビリティなど、市民と消費者の
要件を満たすために標準化が果たす役割

 標準化が市民および消費者の要件を満たす方法を説明
 経済及び社会変革を達成する上で標準が果たすことができる役割

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs
再掲

https://www.anec.eu/publications/newsletters
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モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U1 欧州とは対
照的に、米
国はAIに対
して緩やか
な規制を
推進

1月8日 米国運輸省(DOT)は、自動運転車に関するガイドラインを発表し、新技術
への寛容な規制を設けるべきとの方向性を示唆

 ガイドライン概要：
 事業者に自主的な安全対策を要求
 数日前に米国行政管理予算局(OMB)が公表したAIの規制方針案と
合わせて、トランプ政権のテクノロジーへ寛容な規制を策定すべきと
の方向性を示唆

 (参考)関係動向：
 EU

 AIに関する法整備を開始するのを2週間後に控えており、米国より
も厳格な規制を想定

 将来的にグローバルスタンダードに発展させたい意向
 中国

 自動運転や顔認証、ドローンなどにおける優位性を築く方針
 米国

 州ごとの個別規制ではなく、連邦レベルでの統一的な規制を要求

Politico
https //ww

w politico c

om/news/2

020/01/08/

self-

driving-

cars-

regulation-

096267

4-U2 民主党は、
2050年まで
に米国の
カーボン
ニュートラル
を実現する
ための法案
の概要を
提示

1月8日 米国下院民主党は、2050年に米国のカーボンニュートラルを実現する
ための法案(The CLEAN Future Act)概要を提示

 CLEAN Future Act概要：
 2050年までに発電や交通部門からのCO2排出量ゼロを実現
 建築業界など産業界における環境に配慮した素材を調達
 クリーンエネルギーのクレジットを取引する市場を創設

 今後の動向：
 トランプ政権及び共和党は気候変動対策に消極的だが、提案された
法案の部分的な法制化には応じる可能性

The Hill
https //theh

ill.com/poli

cy/energy-

environme

nt/477435-

dems-

outline-

sweeping-

legislation-

to-make-

us-carbon-

neutral-by-

2050

https://www.politico.com/news/2020/01/08/self-driving-cars-regulation-096267
https://thehill.com/policy/energy-environment/477435-dems-outline-sweeping-legislation-to-make-us-carbon-neutral-by-2050
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モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U3 ANSIは、米
国運輸省の
非従来型新
興交通技術
に関する情
報提供依頼
に回答

1月10日 米国規格協会(ANSI)は、米国運輸省(DOT)からの非従来型の新興交通
技術(NETT)に関する情報提供依頼(RFI)に回答

 背景：
 DOTは2019年4月にNETT協議会を設立し、新興交通技術の活用を
促進・ 阻害する可能性のある許認可や規制について検討

 DOTは11月に情報提供依頼を発出し、ANSIは傘下団体に回答への
協力を依頼

 ANSIによる回答概要：
 AIやIoT、ドローンなど関連する新興技術の促進のために果たすべき
民間主導の規格策定の役割を強調

 IEEEやSAE、American Institute of Architects (AIA) などANSI認定
の標準化機関に言及

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=2f

35e91d-

30a1-4bf8-

9665-

ff186b587ff

9

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=2f35e91d-30a1-4bf8-9665-ff186b587ff9
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モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U4 自動運転の
安全規制の
必要性に関
する声明

1月13日 米国の消費者団体、自動車安全センター(Center for Auto Safety)は、
自動運転に関する安全規制を求める声明を発表
 自動車安全センターは、安全な交通の実現のため、自動運転車に対する安全規
制を含む3事項を要求

 消費者保護の重視
 安全試験データへのアクセスの確保
 自主規格等ではなく、強制力のある規制の制定

Center for 

Auto Safety

https //ww

w autosafet

y org/state

ment-

regarding-

need-for-

safety-in-

autonomou

s-vehicle-

legislation/

4-U5 米国の交通
プランは自
動運転技術
に関する
自主規格を
支持

1月16日 ホワイトハウスと米国運輸省(DOT)は、安全性やプライバシー保護、米国
の技術優位性を促進するための自動運転車に関する政策ガイドライン
(バージョン4.0)を発行

 自動運転車に関する政策ガイドライン(最新版)文書名：
 Ensuring American Leadership in Automated Vehicle 

Technologies: Automated Vehicles 4.0

 文書(バージョン4.0)の概要：
 自動運転の安全性やプライバシー保護、米国の技術優位性の促進に
関する政策ガイドライン

 39の連邦機関や独立機関、大統領府などからのインプットをもとに作
成

 投資やイノベーションに果たす民間コンセンサス規格の役割を強調
 (参考)これまでの経緯：

 バージョン2.0(2017年発行)は、産業界、州向けに安全な試験と自動
運転システムの統合の方策を提供

 バージョン3.0(2018年発行)は、安全性に関する利点や進歩への障害
に対応するためのDOTの戦略を説明

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=0

2dab9f9-

b524-

4362-

8325-

3d305ceaf

cab

https://www.autosafety.org/statement-regarding-need-for-safety-in-autonomous-vehicle-legislation/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=02dab9f9-b524-4362-8325-3d305ceafcab
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U6 ANSIは、中
国自動車技
術研究セン
ターと覚書
を締結

1月22日 米国規格協会(ANSI)は、中国自動車技術センター(CATARC)と両機関の
協力深化のための覚書を締結した他、二か国間協議やレセプションを
実施

 覚書概要：
 両機関による定期的な幹部、実務者級の訪問、情報交換を行うことに
合意
 今後、スマートグリッドや電気自動車、インテリジェントコネクティド
ビークル(ICV)など新興自動車技術に関する標準化に関する技術
ワークショップの開催が可能

 2か国間協議概要：
 CATARCのAn Tiechengセンター長が、同期間の2020年以降の国
際協力ビジョンや優先事項を説明

 ANSIのTretler副会長が、電気自動車に関する標準化などANSIの活
動や2020年の新たな機会を説明

 両機関は、イノベーション、国際貿易、技術交換、利用者の安全促進
のための国際標準化の重要性を共有

 レセプション概要：
 Tretler副会長が、ハイレベルの交流を始めとする両国の標準化分野
における2019年の成果を強調
 ANSIと中国のカウンターパートとのハイレベル交流を実施
 U.S.-China Standards and Conformity Assessment 

Cooperation Program (SCACP) によるワークショップを開催
 ANSI in China Newsletterを発行

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=6

aa870df-

0ab4-

4d06-

b5e0-

2d39537a5

68d

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6aa870df-0ab4-4d06-b5e0-2d39537a568d
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モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U6 ANSIは、中
国自動車技
術研究セン
ターと覚書
を締結
(前頁続き)

1月22日 米国規格協会(ANSI)は、中国自動車技術センター(CATARC)と両機関の
協力深化のための覚書を締結した他、二か国間協議やレセプションを
実施

 両国より、下記官民機関の関係者が出席
 米国：ANSI関係者の他、UL、Dell、Emerson、HPなどの関係者が
参加

 中国：国家市場監督管理総局(SAMR)高官やChina 

Communications Standardization Association (CCSA) の関係
者らが参加

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=6

aa870df-

0ab4-

4d06-

b5e0-

2d39537a5

68d

4-U7 ASTMイン
ターナショナ
ルの新たな
ドローン操
縦訓練規格
を承認

1月22日 ASTMインターナショナルが策定中のドローン操縦訓練に関する規格
F3379を承認し、近日中に発行を予定
 ASTMインターナショナルのUnmanned aircraft systems (UAS) committee 

(F38) は、Homeland security applications committee (E54) とASTM・全米防
火協会(NFPA)によるUASと公共安全に関する合同ワーキンググループの協力
でドローン操縦訓練に関する規格F3379を策定、近日中に発行を予定

 規格(F3379)概要：
 ドローンの遠隔操作パイロットの一般的、フィールド上、探索特有の知
識とスキルに関する内容を規定

 主に公共安全に関する特有の課題に対応するために策定
 公的機関の操縦士、技術者養成のための利用を想定

 今後の予定：
 当規格に基づき、今後国際的な仕様に沿った規格を策定予定

 (参考)米国におけるドローン分野の標準化活動：
 ASTMは、ドローン分野における規格策定に積極的に関与

 最近では、リモートIDに関する規格F3411を策定し、近日中に発行
予定

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/new-astm-

internation

al-drone-

pilot-

training-

standard-

approved

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6aa870df-0ab4-4d06-b5e0-2d39537a568d
https://www.astm.org/newsroom/new-astm-international-drone-pilot-training-standard-approved
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モビリ
ティ

米国 4-U8 電池に関す
るUL 62133
規格群

1月30日 ULは電池に関する規格UL 62133-1:2020とUL 62133-2:2020を発行し
たほか、労働安全衛生庁(OSHA)が電池の安全規格UL 2054を国家
認証規格に追加

 各規格の概要：
 UL 62133-1:2020：ニッケル電池の利用に関する規格
 UL 62133-2:2020：リチウムイオン電池の利用に関する規格

 UL 62133-2:2020は、IEC 62133-2:2017(AAMI ES 60601-

1:2005+A1:2012の参照先)との整合化が完了
 UL 2054：電池の安全に関する規格

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https //ww

w ul.com/n

ews/ul-

62133-

family-

standards-

batteries

4-U9 GMは、カリ
フォルニア
CO2排出量
規制への反
対は、電気
自動車への
早期シフト
のためであ
ると表明

1月30日 GMのMark Reuss社長は、同社は米国カリフォルニア州の燃費やゼロ
エミッション車販売義務に関する規制への反対表明は、電気自動車(EV)
へのシフトに向け資源を集中させるためであると主張

 発言の背景：
 カリフォルニア州は、燃費規制やゼロエミッション車販売義務に関する
規制を策定

 トランプ政権は、カリフォルニア州の独自規制を阻止することを表明し、
GMは支持を表明
 GMとしては、他社と比較しEV販売台数が限られていることから、
カリフォルニア州のゼロエミッション車販売義務に適合するために
は、ガソリン車の改良が必要

electrek
https //elect

rek.co/202

0/01/30/gm

-says-

opposition-

to-

california-

emissions-

rules-has-

a-goal-a-

faster-shift-

to-evs/

https://www.ul.com/news/ul-62133-family-standards-batteries
https://electrek.co/2020/01/30/gm-says-opposition-to-california-emissions-rules-has-a-goal-a-faster-shift-to-evs/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2593

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/7)

モビリティ分野関連記事詳細(17/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
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モビリ
ティ

米国 4-U10 スマートコロ
ンバスプロ
グラム：シス
テムアーキ
テクチャと
標準化計画

1月 Institute of Transportation Engineers (ITE) は、スマートシティの
実証プログラム、スマートコロンバスプログラムのシステムアーキテクチャ
と標準化計画(SASP)に関するウェビナーを開催(3月3日予定)

 ウェビナー実施概要：
 SASPや関連するアーキテクチャのフレームワーク・ツールなどを紹介
 コロンバスでのSASP策定にあったっての教訓を共有

 標準化計画(SASP)の概要：
 スマートコロンバスプログラムで活用されているシステムアーキテク
チャと標準化についてまとめた文書
 DOTのNational Intelligent Transportation Systems (ITS) 

Architecture frameworkを応用
 (参考)スマートコロンバスプログラム概要：

 米国運輸省(DOT)、Smart City Challengeの一環として、オハイオ州
コロンバスをスマートシティの実証プログラム実施都市を選定(2016
年)

 プログラムは、自動車、インフラ、歩行者間の相互運用可能な無線通
信の活用を通じて、安全、スマートかつ環境に配慮した交通システム
を実証中

Institute of 

Transportation 

Engineers 

(ITE) 

https //ww

w ite.org/ev

ents-

meetings/it

e-

calendar/s

mart-

columbus-

program-

system-

architectur

e-and-

standards-

plan/

https://www.ite.org/events-meetings/ite-calendar/smart-columbus-program-system-architecture-and-standards-plan/
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モビリ
ティ

中国 4-C1 2020年第1
四半期の自
動車規格の
説明会
に関する
お知らせ

1月2日 全国自動車標準化技術委員会(SAC/TC114)が2020年第1四半期に実施
予定の自動車規格に関する説明会の実施概要を公表

 説明会開催予定：
 GB 16735-2019「自動車の車両識別コード(VIN)」(1月1日施行 )、GB 

16737-2019「自動車の世界製造業者識別コード(WMI)」(1月1日施
行 )の説明会(3月5日@雲南省昆明、中国)

 GB 4785-2019「自動車およびトレーラーの外部照明および光信号装
置の設置規制(7月1日施行)、GB 5920-2019「自動車およびトレー
ラーのフロントライト、後部ライト、ポジションライト、ブレーキライトの配
光性能」(1月1日施行 )、GB 23255-2019「自動車用デイタイムランニ
ングライトの配光性能」(1月1日施行 )の説明会(3月24日@上海)

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1694.ht

ml

4-C2 推奨国家規
格「車両用
電源バッテ
リーのリサ
イクルと利
用パート4：
高頻度使用
製品の識
別」のドラフ
トに対する
意見募集

1月2日 推奨国家規格「車両用電源バッテリーのリサイクルと利用パート4：
高頻度使用製品の識別」ドラフトに対する意見を募集(3月2日まで)

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1695

html

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1694.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1695.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/19)

モビリティ分野関連記事詳細(19/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C3 2019年の国
家規格発表
第17号

1月6日 国家市場監督管理総局が自動車分野の強制規格を含む32の国家規格
を承認(12月31日)

 承認された国家規格(関連規格につき抜粋)：
 GB 27999-2019「乗用車の燃料消費量の評価方法と指標」(GB 

27999-2014を改訂)

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1696

html

4-C4 EV-TEST 

2019年第2
回評価結果
発表会が
開催

1月6日 中国自動車技術研究センターが4つのモデルに対する中国電気自動車
試験(EV-TEST)評価結果発表会を開催(12月31日@天津、中国)

 評価内容：
 Geely Geometry Aは5つ星、Weilai ES8、GAC Aion S、Xiaopeng 

G3が4つ星の評価を受賞
 参加者：

 企業、主要メディア、一般消費者等120人以上が会議に参加、約2万
3,000人がAuto App、WeChat、Douyuなどのオンラインライブスト
リーミングチャンネルを通じて会議を視聴

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00106/300

02.html

4-C5 中国がNEV
バッテリー
リサイクル
規制を開始

1月6日 中国工業情報化部は、使用済み新エネルギー車(NEV)電源バッテリーの
リサイクルに関する新たな規制を発表

 規制内容：
 主要なバッテリーメタルの新たな回収率について規定

 ニッケル、コバルト、マンガンの回収率は98％以上、リチウムの回
収率は85％以上として規定

argus
https //ww

w argusme

dia com/en

/news/2045

403-china-

launches-

nev-

battery-

recycling-

regulations 

http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1696.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200106/30002.html
https://www.argusmedia.com/en/news/2045403-china-launches-nev-battery-recycling-regulations
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/19)

モビリティ分野関連記事詳細(20/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C6 工業情報化
部による
2019年第
61号の発表

1月7日 工業情報化部が3つの自動車業界規格を含む447の業界規格を承認

(12月24日)
 承認された業界規格(関連規格につき抜粋)：

 QC / T 663-2019「カーエアコン用熱膨張弁」(QC / T 663-2000を改
訂)

 QC / T 664-2019「自動車用空調冷媒ホース」(QC / T 664-2000を改
訂)

 QC / T 669-2019「自動車エアコン用パイプジョイントおよびパイプ
フィッティングエンド」(QC / T 669-2000を改訂)

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1698

html

4-C7 Tiecheng
所長がトヨタ
上田達郎
中国本部長
の訪問を
歓迎

1月9日 トヨタ上田達郎中国本部長が中国自動車技術研究センターAn Tiecheng
所長を訪問(1月8日)
 Tiecheng所長が、センターの概要、試験と認証、標準研究、工学研究開発、コン
サルティングサービス、ビッグデータアプリケーションなどのビジネスセクターにつ
いて紹介

 上田本部長が、「トヨタは中国での事業展開を非常に重視しており、中国市場へ
の先進技術の継続的な導入に取り組んでいる」と発言

 投資運用管理部、戦略計画技術革新部、試験認証部、自動車標準化研究所、中
国自動車データ有限公司、中国自動車研究所(天津)自動車情報コンサルティン
グ有限公司が同席

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00109/300

11.html

http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1698.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200109/30011.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/19)

モビリティ分野関連記事詳細(21/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C8 Tiecheng所
長がサウス
ウエスト・リ
サーチ・イン
スティテュー
トWalter 

Downingエ
グゼクティブ
バイスプレ
ジデントの
訪問を歓迎

1月9日 サウスウエスト・リサーチ・インスティテュートWalter Downingエグゼク
ティブバイスプレジデントが中国自動車技術研究センターAn Tiecheng
所長を訪問(1月8日)
 両者は、過去15年間の協力関係から、さらに高品質の革新と開発を生み出すた
めに、合弁会社の天津索克自動車試験有限公司の活動を促進していく方法につ
いて意見交換

 試験認証部門が同席

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00109/300

12.html

4-C9 Li Yan副所
長がミシュラ
ン(中国) 

Kamran 

Vossoughi
社長の訪問
を歓迎

1月10日 ミシュラン(中国)Kamran Vossoughi社長が中国自動車技術研究
センターLi Yan副所長を訪問(1月8日)

 訪問時討議内容：
 Li Yan副所長が、標準研究、試験と認証、エンジニアリング研究開発、
コンサルティングサービスに関する自動車技術研究センターの事業及
びミシュランとの戦略的パートナーシップ締結以降の標準、試験と認
証、研究開発における協力について紹介

 Kamran Vossoughi社長が、中国市場を非常に重視し、自動車技術
研究センターとの戦略的パートナーシップを重要視している旨言及

 出席者：
 投資運用管理部門、試験認証部門、中国自動車研究所(天津)、自動
車情報コンサルティング、中国自動車研究所(天津)自動車工学研究
所、北京中国機械車両識別センターが同席

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00110/300

15.html

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200109/30012.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200110/30015.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/19)

モビリティ分野関連記事詳細(22/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C10 Tiecheng
所長が
Geely 

Automobile 

Feng 

Qingfeng
副社長の
訪問を歓迎

1月10日 Geely Automobile Feng Qingfeng副社長が中国自動車技術研究
センターAn Tiecheng所長を訪問(1月9日)

 訪問時討議内容：
 An Tiecheng所長が、「中国自動車技術研究センターとGeely 

Automobileは長年にわたって綿密な協力関係を維持している」と発言
 Feng Qingfeng副社長が、「両者間の長年の協力を高く評価しており、
国内の自動車市場は低迷状態にあるが、Geely Automobileは引き
続き積極的に新しい開発を模索し、中国自動車産業センターとの協力
をさらに強化したい」と発言

 出席者：
 標準化研究所、中国自動車研究院(天津)有限公司、中国自動車研究
院(天津)、自動車情報コンサルティング有限公司、中国自動車研究院
(天津)自動車工学研究所、中国自動車データ有限公司が同席

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00110/300

16.html

4-C11 中国自動車
技術研究セ
ンターが全
国科学技術
進歩賞2019
において第
2位を受賞

1月10日 中国自動車技術研究センターによるプロジェクトが全国科学技術進歩賞
2019において第2位を受賞(1月10日)
 中国自動車技術研究センターによる「新エネルギー車両エネルギーシステムの
主要共通検出技術と標準システム」プロジェクトが全国科学技術進歩賞2019第2
位を受賞

 本プロジェクトにより、新エネルギー車のパワーバッテリーのオンライン状態の推
定とエネルギー消費の最適化が可能になり、中国の新エネルギー車の技術と製
品の品質が向上

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00110/300

18.html

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200110/30016.html
http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200110/30018.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(6/19)

モビリティ分野関連記事詳細(23/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C12 Tiechengが
ドイツ自動
車産業協会
Dai Siheng
会長の訪問
を歓迎

1月13日 ドイツ自動車産業協会Dai Siheng会長が中国自動車技術研究センター

An Tiecheng所長を訪問(1月12日)
 訪問時討議内容：

 An Tiecheng所長が中国自動車技術研究センターの概要を紹介し、
中国自動車技術研究センターとドイツ自動車産業協会は標準化研究
において戦略的な協力関係を確立しており、両者の活動も前向きな進
歩を遂げたことを説明

 Dai Siheng会長は、「ドイツ自動車産業協会は、中国市場の発展と中
国自動車技術研究センターとの協力関係を非常に重視しており、両者
は共同研究を行うことを期待する」と発言

 出席者：
 自動車標準化協会の関係者が同席

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00113/300

21.html

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200113/30021.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(7/19)

モビリティ分野関連記事詳細(24/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C13 自動標準化
委員会が
「LTE-V2X
直接接続通
信に基づく
車両情報イ
ンタラクショ
ンシステム
のGB / T(推
奨国家規
格)技術要
件」に関す
る最初の
試験検証を
完了

1月14日 推奨国家規格「LTE-V2X直接接続通信に基づく車両情報インタラクション
システム技術要件」標準化プロジェクトにおける試験検証を実施し、完了
(1月6-10日)

 試験内容：
 コンポーネントレベルのプロトコルの一貫性、通信セキュリティ、システ
ムRFパフォーマンス、システムポジショニング、メッセージ送信などの
規格のドラフトの内容を検証

 今後の予定：
 試験結果に基づき、2月10-14日に規格案における車両の性能要件を
検証

 参加者：
 中国自動車技術研究センター、Huawei、Datang、Nebula、Daimler、

Neusoft、China Software Evaluation Centerから20人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1703.ht

ml

4-C14 2019年国家
規格発表第
19号

1月14日 国家市場監督管理総局が自動車分野における32の国家規格を承認
(12月31日)

 承認された国家規格(関連規格につき抜粋)：
 GB / T 38444-2019「車載料金徴収システム」

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1704

html

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1703.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1704.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(8/19)

モビリティ分野関連記事詳細(25/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C15 中国自動車
工業会と全
国自動車標
準化技術委
員会が意見
交換

1月14日 中国自動車工業会と全国自動車標準化技術委員会が意見交換を実施

(1月13日)
 対話内容：

 両者の活動の進捗状況と今後の活動計画を紹介し、インテリジェント
コネクテッドカーと新エネルギー車の分野における産業の現状と標準
化の研究状況について意見交換

 参加者：
 中国自動車工業会An Tiecheng会長、Feng Yi自動車標準化技術委
員長及び標準化担当者

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1709.ht

ml

4-C16 金陵で発表
された車両
の強制国家
規格

1月14日 自動車規格協会は、7月1日より施行予定の自動車に係る3つの強制国家
規格について説明会を開催(1月8日@江蘇省南京、中国)
 下記国家規格の目的・意義・対応方法について説明

 GB 15083-2019「自動車の座席、座席固定具、ヘッドレストの強度要
件と試験方法」

 GB 24545-2019 「車両速度制限システムの技術要件と試験方法」
 GB 38262-2019 「乗用車用内装材の燃焼」

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1708.ht

ml

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1709.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1708.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(9/19)

モビリティ分野関連記事詳細(26/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C17 [正式リリー
ス] 2020版
自動車規格
マップ
システムが
リリース

1月16日 国内における自動車・新エネルギー車規格に関する「2020版自動車規格
マップシステム」がリリース

 編集・発行者：
 全国自動車標準化技術委員会事務局及び中国自動車技術研究セン
ター自動車標準化研究所

 文書における対象：
 2020年1月14日時点で発行されている自動車(オートバイを含む)に関
する合計123の国家規格及び新エネルギー車に関する64の国家規
格と25の業界規格を反映

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1714.ht

ml

4-C18 [正式解釈]
乗用車の第
5段階の燃
料消費基準
理解のため
の1分間

1月16日 国家規格GB 27999-2019「乗用車の燃料消費評価方法および指標」
(2019年12月31日発行)の施行を予定(2021年1月1日予定)

 規格概要：
 乗用車の第5段階の燃料消費基準

 2025年までに段階的に中国の乗用車の平均燃料消費量を、4ℓ/ 

100km、対応する二酸化炭素排出量を約95g / kmに削減(NEDC
測定基準)することを規定

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1718.ht

ml

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1714.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1718.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(10/19)

モビリティ分野関連記事詳細(27/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C19 強制国家規
格「自動事
故記録シス
テム」に関
する技術会
議が天津で
開催

1月17日 強制国家規格「自動事故記録システム(EDR)」(計画番号：20171835-Q-

339)の策定に関する技術会議が開催(1月15日@中国 天津)
 協議内容：

 全国自動車標準化技術委員会が「EDR規格および規制に関する国
際調整専門家グループ」および「EDR規格英語版起草グループ」を設
立し、業界の専門家を募集する予定であることが報告

 規格策定グループが、EDR / DSSAD(データ記録装置)の国際規格
および規制、2020年の国連の規制活動に関するワーキンググループ
の概要、進捗状況を紹介

 事務局が試験機関にEDR試験および検証能力について紹介するよう
要請し、試験機器サプライヤーに試験機器の機能原理を紹介し、試
験運用を実証するよう要請

 参加者：
 工業情報化部機器センター、司法鑑定科学研究所、中国自動車技術
研究センター、国内外の自動車メーカー、部品サプライヤー、試験機
関、試験機器サプライヤーから70人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1723.ht

ml

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1723.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(11/19)

モビリティ分野関連記事詳細(28/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C20 中国が電気
自動車向け
のバッテ
リー交換
システムを
取り入れ

1月17日 中国において電気自動車のバッテリー交換技術の業界規格が策定中で
あり、企業の取り組みも活発であることを紹介

 規格策定の目的：
 電気自動車ドライバーによるEVステーションでのバッテリー交換を実
現
 あらゆる施設におけるあらゆる車種のバッテリー交換を想定

 EVバッテリーに関する企業の取組み：
 テスラは米国でバッテリー交換試験を実施し、ロールアウトを決定
 BAIC BluePark New Energy Technology.やNIO などの電気自動車
メーカーは、バッテリー交換サービス試験を完了しており、BAIC 

BlueParkは中国15都市に187のバッテリー交換ステーションを設置

Bloomberg 

Green

https //ww

w bloombe

rg.com/ne

ws/articles/

2020-01-

17/china-

embraces-

ev-battery-

swap-

technology

-tesla-has-

cooled-on

4-C21 策定中の国
家規格「新
タイプの質
の高い都市
の都市化評
価指標シス
テム」に対
する意見
募集

1月19日 国家規格「新タイプの質の高い都市に対する都市化評価指標システム
(計画番号：20193345- T-424)」ドラフトに対する意見を募集
(3月19日まで)

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/bzyj

zq/gbyjzq/2

02001/t202

00119 492

71.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-17/china-embraces-ev-battery-swap-technology-tesla-has-cooled-on
https://www.cnis.ac.cn/bydt/bzyjzq/gbyjzq/202001/t20200119_49271.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(12/19)

モビリティ分野関連記事詳細(29/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C22 Li Yan副所
長が世界初
の無人電気
コンテナト
ラックのキッ
クオフ会議
及び「港湾
インテリジェ
ントネット
ワークコネ
クティッド実
証実験区域
共同設立枠
組み合意
書」の調印
式に出席

1月19日 無人電気コンテナトラックのキックオフ会議及び「港湾インテリジェントネッ
トワークコネクティッド実証実験区域共同設立枠組み合意書」の調印式が
開催(1月17日@天津、中国)

 会議及び調印式概要：
 天津港コンテナターミナルで25台の無人電気コンテナトラックの実証
実験を実施

 中国自動車研究検査センター(天津)、天津港グループ、及び関連技
術会社が「港湾インテリジェントネットワークコネクティッド実証実験区
域共同設立枠組み合意書」に署名

 今後の予定：
 港湾でのインテリジェントコネクテッドカー技術の実証実験、試験評価、
規格策定等、国内初の港湾におけるインテリジェントコネクテッド実証
区域を共同で建設予定

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00119/300

56.html

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200119/30056.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(13/19)

モビリティ分野関連記事詳細(30/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C23 中国自動車
技術研究
センターが
モロッコの
電気自動車
標準技術
委員会会員
として承認

1月19日 モロッコ標準化研究所(IMANOR)Abderrahim TAIBI所長が中国自動車
技術研究センターを訪問(1月13日)

 参加者：
 中国自動車工業規格協会Wang Zhao副会長、華城認証センター

Zhang Yu副チーフエンジニア、BYD Qiu Shiwu中東アフリカ地域アフ
ターサービス部門長、中国自動車技術研究センターFu Jianhuaチー
フエンジニア、Abderrahim TAIBI所長

 訪問概要：
 参加者は、中国とモロッコの自動車標準化および認証協力に関して
意見を交換

 Abderrahim TAIBI所長が中国自動車技術研究センターとBYDにモ
ロッコ電気自動車標準技術委員会会員証書を発行し、モロッコ電気自
動車規格の策定と改訂に参加することを承認

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00119/300

59.html

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200119/30059.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/19)

モビリティ分野関連記事詳細(31/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C24 朗報！中国
自動車技術
研究セン
ターの試験
認証部門で
ある天津
自動車試験
センターが
申請した「天
津インテリ
ジェント車両
試験技術研
究センター」
の設立が
承認

1月20日 「天津インテリジェント車両試験技術研究センター」の設立が承認

(1月8日)
 天津インテリジェント車両試験技術研究センターの取組み事項：

 1)インテリジェント車両とその主要コンポーネントシステムの仮想シミュ
レーション、2)車両と道路の連携、3)情報と機能の安全性、4)アンテナ
と電磁環境適合性、5)実車での検査、の5分野における国内・国際的
な評価研究を実施予定

中国自動車技
術研究センター
(CATARC)

http //www.

catarc.ac.c

n/ac2016/c

ontent/202

00120/300

71.html

http://www.catarc.ac.cn/ac2016/content/20200120/30071.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/19)

モビリティ分野関連記事詳細(32/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C25 中国の代表
団が自動運
転機能要件
と試験評価
方法に関す
る国連自動
車基準調和
世界フォー
ラム(WP29)
非公式ワー
キンググ
ループ会議
に参加

1月21日 国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第2回自動運転及びコネク
テッドビークルの機能要件に関する非公式ワーキンググループ(WP29 / 

GRVA / FRAV)、第5回自動運転の試験方法に関する非公式ワーキング
グループ(WP29 / GRVA / VMAD)が開催(1月14-17日@東京、日本)

 協議概要：
 第2回FRAVの会議：前回会議で決定された活動範囲と分担に基づい
て、自動運転機能の要件について調整。国連の「1998年協定」に規
定されている特別決議1のモデル分類システムを使用して自動運転車
を分類することを予備決定

 第5回VMAD会議：タスクフォースをタスクグループ1a(トラフィックシナ
リオ)と2a(監査評価、仮想テスト、使用中レポート)に分割。また、予測
可能/不可能なシナリオや予防可能/不可能なシナリオなどの基本概
念や、自動運転製品、仮想シミュレーション、サイトテスト、実際の交
通環境テスト、使用中の車両評価、レポートやユーザートレーニング
等の調査の結果について議論し、それらを要約してGRVAへのレポー
トの最終的な内容を策定

 参加者：
 中国、日本、韓国、米国、ドイツ、英国、フランス、オランダ等の加盟国
からの80人以上

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1731.ht

ml

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1731.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/19)

モビリティ分野関連記事詳細(33/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C26 初公開！
「インテリ
ジェントコネ
クティッド
カー試験基
準及び知的
財産サービ
スプラット
フォーム」が
工業情報化
部の主要タ
スクとしての
最終候補に

1月21日 中国自動車技術研究センターが主導した「インテリジェントコネクティッド
カー試験基準及び知的財産サービスプラットフォーム」プロジェクトが、
工業情報化部の主要タスクの最終候補として選出
(1月16日@中国 天津)

 プロジェクトの目的：
 インテリジェントコネクテッドカー規格とインテリジェントコネクテッドカー
試験プラットフォームの構築

 インテリジェントコネクテッドカー業界向けの特許データベースと知的
財産サービスプラットフォームの構築

 最終候補は、天津工業情報化部にて開催された「新世代のAI産業の革新のため
の重要なタスクリスト選定キックオフ会議」にて発表

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1730.ht

ml

4-C27 推奨国家規
格「自動車
製品の取扱
説明書」のド
ラフトに対す
る意見募集

1月22日 総括部会が策定した推奨国家規格「自動車製品の取扱説明書」ドラフトに
対する意見を募集(3月22日まで)

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1737

html

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1730.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1737.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(17/19)

モビリティ分野関連記事詳細(34/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C28 推奨国家規
格「車両の
統合診断
サービス」の
ドラフトに対
する意見
募集
(2月22日まで)

1月22日 自動車エレクトロニクスおよび電磁適合性小委員会が策定した推奨国家
規格「車両の統合診断サービス(UDS)」(計画番号：20171828-T-339)
ドラフトに対する意見を募集(2月22日まで)
 本規格はISO 14229「車両の統合診断サービス(UDS)」を調整したうえで採用す
る規格

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1736

html

4-C29 推奨国家規
格「コント
ローラエリア
ネットワーク
の診断通信
シンボルに
基づく道路
車両」のドラ
フトに対する
意見募集

1月22日 自動車エレクトロニクスおよび電磁適合性小委員会が策定した推奨国家
規格「コントローラエリアネットワークの診断通信シンボルに基づく道路
車両」(計画番号：20171829-T-339)ドラフトに対する意見を募集
(2月22日まで)
 本規格は、SAE規格 J2012-2016道路車両コントローラエリアネットワークベース
の診断通信を調整したうえで採用する規格

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1735

html

http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1736.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1735.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(18/19)

モビリティ分野関連記事詳細(35/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C30 「インテリ
ジェントビー
クル技術及
び規格と規
制に関する
第6回国際
会議(ICV 

2020)」開催
のお知らせ

1月3日 「インテリジェントビークル技術及び規格と規制に関する第6回国際会議

(ICV 2020)」が開催(5月11-15日@天津市西清、中国 予定)
 会議での討議事項：

 インテリジェントコネクテッドカー規格の開発動向
 主要国におけるインテリジェントコネクテッドカーの戦略、政策、および
管理措置

 自動運転車業界の管理、製品認証、およびアクセスに関する調査
 国際規格・規制との調整および協力
 自動車オペレーティングシステム、スマートコックピット、オンボードコ
ンピューティングプラットフォーム規格

 高度な運転支援システムとインテリジェントビークルアプリケーション
 LTE-V、5G、および車両と道路のコラボレーションに基づくコネク
ティッドビークルの機能とアプリケーション

 システムコンポーネントと自動車用チップ
 機能安全と情報セキュリティのソリューションと評価
 自動運転車のテストシナリオと車両テストの評価に関する研究。
 自動運転車の公道試験、アプリケーションのデモンストレーション、商
業運転

 法律および規制、倫理および保険
 インテリジェントコネクテッドカー関連産業における協力と交流

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1697.ht

ml

http://www.catarc.org.cn/work/detail/1697.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(19/19)

モビリティ分野関連記事詳細(36/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C31 中国電子技
術標準化研
究院が雄安
新区インテ
リジェントイ
ンフラストラ
クチャ標準
フレーム
ワークとス
マートアクセ
スデバイス
製品キック
オフ会議を
共催

1月8日 「スマートシティの開発、イノベーション、建設」をテーマに、「雄安新区イン
テリジェントインフラストラクチャ標準フレームワークとスマートアクセス
デバイス製品キックオフ会議」が開催

 参加者：
 国家発展改革委員会、科学技術省、住宅都市開発省、市場監督管理
総局、河北省の関連部門、雄安新区党委員会等

 会議概要：
 品質基準、スマートシティ、ネットワークセキュリティなどの分野の専門
家が講演

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5981 h

tml

http://www.cesi.cn/202001/5981.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/3)

モビリティ分野関連記事詳細(37/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A1 アクティブモ
ビリティ法改
正により、歩
道における
禁止の対象
がEスクー
ターからす
べての電動
PMDに拡大

1月7日 アクティブモビリティ法改正により、すべての電動パーソナルモビリティ
デバイス(PMD)の歩道での利用が禁止

 改正法案の内容：
 歩道での利用禁止対象として、Eスクーターに加え、ホバーボードや電
動一輪車などのデバイスを追加

 大人の監督なく公道でデバイスを使用し逮捕された場合、使用した未
成年及び許可した大人に対して罰金刑を規定

 今後の予定：
 2月にアクティブモビリティ修正法案に関する第2回議論を実施予定

Channel News 

Asia

https //ww

w channeln

ewsasia.co

m/news/sin

gapore/e-

scooter-

ban-

footpaths-

extend-

motorised-

pmd-

active-

mobility-

mot-

12237050

ベトナ
ム

4-A2 ベトナムが
ドローンの
規制を強化

1月17日 ベトナム政府が国防省に対してドローン管理に関する新たな規制を起草
するよう命令

 背景：
 昨年11月に2機の民間航空機がドローンに衝突

 規制における主な規定：
 ドローン禁止のエリアを定義
 演習完了までの間、空港から半径8キロメートル以内の飛行が可能な
ライセンスは、民間組織及び個人に対しては発行不可であることを規
定

 ドローンや超軽量航空機の研究、設計、生産、貿易に関する規制を強
化

VnExpress
https //e.vn

express ne

t/news/new

s/vietnam-

tightens-

regulations

-for-

drones-

4043524.ht

ml

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/e-scooter-ban-footpaths-extend-motorised-pmd-active-mobility-mot-12237050
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-tightens-regulations-for-drones-4043524.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(2/3)

モビリティ分野関連記事詳細(38/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

タイ 4-A3 今年からの
商用ドロー
ン飛行に
ライセンス
が必要

1月17日 タイ民間航空局(CAAT)が、現在デバイス登録のみが義務付けられてい
る民間ドローン所有者に対し、免許申請及び飛行試験を義務付ける
新たな規制導入を発表

 背景：
 無人機数及びその商業利用の増加に対する公衆の安全とセキュリ
ティの確保

 今後の予定：
 CAATが新しい規制に関する公聴会を開催し、本年末までに施行予
定

 CAATが国防技術研究所(DTI)と協力して、ドローントレーニング用の
モデル学校を設立予定

Bangkok Post
https //ww

w bangkok

post.com/t

hailand/ge

neral/1837

244/comm

ercial-

drone-

flyers-

need-to-

have-

licences-

from-this-

year

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1837244/commercial-drone-flyers-need-to-have-licences-from-this-year
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(3/3)

モビリティ分野関連記事詳細(39/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

タイ 4-A4 EVロード
マップが
起草

1月20日 タイの財務大臣は、「3年以内にタイ国内で電気自動車(EV)生産を開始
するためのロードマップを起草中」と発言
 財務大臣は工業大臣と当件について既に議論済(但し、他機関やエネルギー運
輸省とは未調整)

 財務大臣は、ロードマップ策定にあたって「日本、ドイツ、米国など、世界中に多く
の充電モデルがある、選定するモデルはタイの安全基準を満たす必要がある」と
発言

Bangkok Post
https //ww

w bangkok

post.com/b

usiness/18

39374/draft

-ev-

roadmap-

coming

https://www.bangkokpost.com/business/1839374/draft-ev-roadmap-coming
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【情報収集結果】国際におけるモビリティ分野の標準化動向(1/2)

モビリティ分野関連記事詳細(40/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

国際 4-O1 スマートシ
ティのため
の参照アー
キテクチャ
の開発

1月23日 IECは、ISO/IEC JTC 1/AG 8 Meta Reference Architecture and 

Reference Architecture for Systems Integrationの活動について
紹介

 ISO/IEC JTC 1/AG8活動概要：
 スマートシティを含む情報技術に関連するシステム統合コンテキストで
のリファレンスアーキテクチャ及びメタリファレンスアーキテクチャの開
発

 システム統合エンティティのメタリファレンスアーキテクチャに関する定
義、概念、プロセス、モデル及びテンプレートを含むドキュメントの作成
等

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/devel

oping-a-

reference-

architectur

e-for-

smart-

cities/

https://blog.iec.ch/2020/01/developing-a-reference-architecture-for-smart-cities/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2617

【情報収集結果】国際におけるモビリティ分野の標準化動向(2/2)

モビリティ分野関連記事詳細(41/41)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

国際 4-O2 オープンチ
ケットの
標準を推進
するための
コラボレー
ション

1月30日 交通機関のオープンチケット発行基準に係るプログラム推進に向けた

Transport Ticketing Global conferenceが開催(1月28日@ロンドン)
 イベント概要：

 Calypso Networks Association(CNA)及びOSPT Alliance(OSTP)
は、交通機関のオープンチケット発行基準の採用を促進するプログラ
ムの実施を発表

 プログラム推進に当たり、3つのWGを設立
 ガバナンス
 マーケティングとコミュニケーション
 技術

 CNA概要：
 マイクロプロセッサ非接触型スマートカードの国際的な電子チケット標
準Calypsoの開発と促進を行うネットワーク組織

 120を超えるメンバーが参画
 OSTP概要：

 輸送、発券、アクセス制御、マイクロペイメント等、様々な市場におけ
るモビリティサービスの発展の将来に関する国際的なネットワーク組
織

 サプライヤー、オペレーター、政府機関を含む100を超えるメンバーが
参画

Railway 

Gazette

https //ww

w railwayg

azette.com

/data-and-

digital/colla

boration-to-

drive-open-

ticketing-

standards/

55655.artic

le

https://www.railwaygazette.com/data-and-digital/collaboration-to-drive-open-ticketing-standards/55655.article
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テーマ別情報一覧

1月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(1/22)

資源循環分野関連記事詳細(1/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

英国 5-E1 マンチェス
ターとリバ
プールで
認定された
英国初の
ネットゼロ
オフィス

1月6日 リバプールとマンチェスターにある11のオフィスプロパティのポートフォリ
オは、英国グリーンビルディング協会(UKGBC)標準に英国初のネット
ゼロオフィスとして認証を取得
 不動産事業者であるPeel L＆Pは最初に建築物の性能評価基準(BREEAM基
準)に準拠。エネルギー効率に多大な投資を行い、北西イングランドに植林するス
キームを通じて残りの排出量を相殺することにより、ネットゼロ基準を達成

 BREEAM基準概要：
 イギリス建築研究所建築物性能評価制度(Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method)

 世界で最も知られたグリーンビルディング評価システムで、建物の種
類によって評価基準を規定

 UKGBC概要：
 建設関連業界の企業がメンバーとなる非営利団体

edie
https //ww

w edie.net/

news/6/UK

-s-first-net-

zero-

offices-

certified-in-

Mancheste

r-and-

Liverpool/

https://www.edie.net/news/6/UK-s-first-net-zero-offices-certified-in-Manchester-and-Liverpool/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(2/22)

資源循環分野関連記事詳細(2/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E2 入札募集–
エコデザイ
ンとエネル
ギー表示に
関連する標
準化作業に
対する消費
者の関心の
表明

1月13日 ECOSはエネルギー関連製品の標準化作業に関する利害関係者への
技術サポートを目的とし下請となる業者を募集(2月5日締切)

 目的：
 利害関係者、環境、消費者に対してエコデザイン及びエネルギー表示
ポリシーに関連する標準化プロセスへ参加と貢献を促進

 依頼タスク内容：
 標準化グループ会議(技術委員会、ワーキンググループなど)への出
席、及び会議への議論への積極的な貢献

 標準化、標準化要求(SR)及び標準化グループによって扱われる標準
化成果物に対しコメントの発出または分析

 ECOS作業方法に応じたプロジェクト及び財務管理、レポートなどの
包括的なタスクの支援

 本活動のコミュニケーションに関連する支援活動の実施

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/call-for-

tender-the-

representat

ion-of-

consumer-

interest-in-

standardis

ation-work-

related-to-

ecodesign-

and-

energy-

labelling/

https://ecostandard.org/news_events/call-for-tender-the-representation-of-consumer-interest-in-standardisation-work-related-to-ecodesign-and-energy-labelling/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(3/22)

資源循環分野関連記事詳細(3/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E3 欧州委員会、
循環型経済
行動計画に
関するロー
ドマップを
公開

1月14日 欧州委員会は主要な立法及び非立法イニシアチブのタイムラインを伴う、
欧州グリーンディールに関する政策文書を発表(12月11日)
 欧州委員会は2020年3月にEU産業戦略と循環型経済行動計画の両方を採用予
定であり、行動計画に関する政策文書の発表に先立ち、問題と今後の政策文書
の目的を概説したロードマップを発表

 ロードマップ概要：
 循環経済行動計画が循環経済への移行を加速を目的としていること
を説明。循環経済行動計画に取り入れられる内容について記載

 フィードバックを募集中(2019年12月23日～2020年1月20日)

 Ecommerce Europeの対応：
 Ecommerce Europeは加盟メンバーと共に、「持続可能性」を新たな
重点分野とすることを決定

 2020年2月、新規の「持続可能性ワーキンググループ」が最初の会議
を開催予定。新しいワーキンググループの導入により、小売産業を持
続可能で循環的なものとするように取り組む予定

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/europ

ean-

commissio

n-

publishes-

roadmap-

on-circular-

economy-

action-

plan/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/european-commission-publishes-roadmap-on-circular-economy-action-plan/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(4/22)

資源循環分野関連記事詳細(4/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E4 議会は欧州
のグリーン
ディールを
支持し、さら
に高い野心
を推進

1月15日 欧州議会は、欧州グリーン・ディールと、2030年のCO2排出目標の55％
への引き上げ、「公正な移行メカニズム」への資金拠出について支持を
表明
 更に欧州議会はグリーンディールの目的を達成するために必要な、いかなる法
案についても修正する予定

 欧州議会見解：
 今後の気候法に、現行のEUの2030年の排出削減目標である「55％
に向かって少なくとも50％」ではなく野心的に「55%」と記載すべき

 各加盟国における拘束力のある国家目標を含む、エネルギー効率と
再生可能エネルギーのより高い目標設定、また気候とエネルギーの
分野におけるEU法の他の部分の改訂を2021年6月までにすべき

欧州議会
https //ww

w europarl.

europa.eu/

news/en/pr

ess-

room/2020

0109IPR69

902/parlia

ment-

supports-

european-

green-

deal-and-

pushes-for-

even-

higher-

ambitions

再掲

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(5/22)

資源循環分野関連記事詳細(5/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E5 EUは、すべ
てのスマー
トフォンに対
するUSB-C
採用の強制
化について
投票予定

1月16日 欧州議会はEU内で販売する全ての「携帯電話、タブレット、電子書籍
リーダー、その他の携帯機器」に適合する共通充電器の義務化について
検討中

 背景：
 互換性のない充電器はアイテムが不要になった際に大量の廃棄物が
発生するため、環境に悪影響

 2011年に欧州委員会は、マイクロUSBがブロック内の国で販売され
る承認済みコネクタになることを宣言。宣言には拘束力はないが、業
界はそれを順守するよう奨励しAppleも協定へ署名

 しかし、2012年にAppleは独自規格のLightningを導入
 2014年の無線機器指令(2014/53/EU)にて共通の充電器の採用を強
く推奨したが、義務化はされず

 2018年に携帯電話やその他の同様のデバイスの充電器を標準化を
提案

 本件に関して法律が可決された場合、EUで携帯電話を販売する全てのスマート
フォンメーカーは、規模の大小にかかわらず、USB-Cを使用する義務が発生

xdadevelopers

the Resister

欧州議会

https //ww

w xda-

developers

com/eu-

vote-force-

smartphon

es-adopt-

usb-c/

https //ww

w theregist

er.co.uk/20

20/01/17/e

u goes ful

l usb c ja

b at apple

/

https //ww

w europarl.

europa.eu/

news/en/ag

enda/briefi

ng/2020-

01-

13/13/call-

to-

introduce-

common-

charger-

for-all-

mobile-

phones

再掲

https://www.xda-developers.com/eu-vote-force-smartphones-adopt-usb-c/
https://www.theregister.co.uk/2020/01/17/eu_goes_full_usb_c_jab_at_apple/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/13/call-to-introduce-common-charger-for-all-mobile-phones
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(6/22)

資源循環分野関連記事詳細(6/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E6 2020年の新
しい循環経
済行動計画
のロードマッ
プANEC
コメント

1月17日 ANECは、欧州委員会が発表した2020年の新しい循環型経済行動計画
のロードマップに対しポジションペーパーを発行

 背景：
 欧州グリーンディールの文脈において、欧州委員会は循環経済への
移行を加速し継続するため、「新しい循環型経済行動計画」を採択予
定

 新規行動計画として、欧州委員会は「Circular economy – new 

action plan to increase recycling and reuse of products in the 

EU」を発表し、2019年12月23日～2020年1月20日の期間にフィード
バックを募集

 ポジションペーパー内容(抜粋)：
 再利用についてロードマップ内にて詳しく説明されていないため、本タ
イトルは誤解を招く恐れがあるとして変更を推奨

 危険な化学物質が材料サイクルに留まらないよう、製品の化学的安
全性を高める必要性について主張

 市場から最も持続不可能な製品を排除するために、環境製品ポリ
シー(エコデザイン、エネルギーラベル、エコラベル等)の重要性につい
て主張 等

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ane

c eu/image

s/Publicatio

ns/position-

papers/Sus

tainability/A

NEC-

SUST-

2020-G-

001 pdf

https://anec.eu/images/Publications/position-papers/Sustainability/ANEC-SUST-2020-G-001.pdf
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(7/22)

資源循環分野関連記事詳細(7/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E7 物質効率に
関するM / 

543シリー
ズの水平規
格がまもなく
完成

1月20日 ECOSは、EN 45552、EN 45557の制定に対し賛成票を投票したことを
発表

 規格名称：
 EN 45552：General method for the assessment of the durability of 

energy-related products

 EN 45557：General method for assessing the proportion of 

recycled material content in energy-related products

 さらに、標準化要求M / 543の下でCEN / CENELEC JTC10によって開発された
8つの物質効率規格のうち上記2規格を含めた7規格がまもなく公開されることを
発表

 CEN / CENELEC JTC10におけるECOSの関与：
 修理、再利用、アップグレードに関連するEN 45554でリーダーシップ
を発揮

 エネルギー関連製品の再製造能力の評価に関するEN 45553へのコ
メントを除き、全ての規格について肯定的な意見を発表

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/m-543-

series-of-

horizontal-

standards-

on-

material-

efficiency-

soon-to-be-

finalised/

https://ecostandard.org/news_events/m-543-series-of-horizontal-standards-on-material-efficiency-soon-to-be-finalised/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(8/22)

資源循環分野関連記事詳細(8/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

ドイツ 5-E8 ドイツは、
生物経済及
びバイオ
ベースの
製品を支援
する36億
ユーロの
計画を支持

1月20日 食料農業省と教育研究省は、連邦閣僚が国家の生物経済戦略を可決
したことを踏まえ、共同発表を実施(1月15日)

 目的：
 「持続可能な、サイクル指向の、革新的なドイツ経済」に向けた取り組
みの推進

 戦略概要：
 政府は2024年までに1,000件以上のプロジェクトを支援する予定
 36億ユーロをプロジェクトに投資し低炭素への移行を加速。バイオ経
済を強化し、バイオベースの製品の市場創出の推進

 グリーン資金の大半を農業分野で使用し、25億ユーロを投入予定
 10億ユーロ以上を研究資金として使用し、この投資は生物学的知識
の拡大及び生物学的方法とシステムの使用に活用予定

BIO MARKET 

INSIGHTS

https //bio

marketinsig

hts com/ge

rmany-

backs-e3-

6bn-plan-

to-support-

bioeconom

y-and-bio-

based-

products/

欧州 5-E9 環境：欧州
委員会の循
環経済ロー
ドマップ協議
への対応

1月20日 欧州委員会の循環型経済行動計画のロードマップに関するコメント募集
へ応えるため、Orgalimはポジションペーパーを発表

 Orgalimがポジションペーパー内で欧州委員会に推奨した具体的なアク
ション(抜粋)：
 最新のEUエネルギー、デジタル、廃棄物管理インフラストラクチャへ
の投資

 研究開発と投資の大幅な増加
 新しく開発された欧州の水平原料効率基準に基づき実装し、製品固
有の基準をさらに開発

 建物のエネルギー性能指令2018/844 / EUを完全かつタイムリーに
実装 等

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/env

ironment-

response-

commissio

n-circular-

economy-

roadmap-

consultatio

n

https://biomarketinsights.com/germany-backs-e3-6bn-plan-to-support-bioeconomy-and-bio-based-products/
https://www.orgalim.eu/position-papers/environment-response-commission-circular-economy-roadmap-consultation
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(9/22)

資源循環分野関連記事詳細(9/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

ドイツ 5-E10 エネルギー
表示条例に
より167テラ
ワットのエネ
ルギーを
節約

1月20日 欧州委員会は冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機、テレビ、ランプに関する新し
い規則を発表し、エコデザインとエネルギー効率をより高めるための基準
を設定(12月5日)
 EU委員会は、新規規則が2030年までに年間約167テラワット時のエネルギーを
節約すると予測

 新規規則概要：
 冷蔵庫、洗濯機、回転式乾燥機、食器洗い機、モニター、テレビ、ラン
プに対し新規エネルギーラベルを導入(2021年3月開始。ランプのみ
2021年9月開始)

 ラベルにはQRコードが付与され、これによりEPRELデータベース(エ
ネルギーラベリング用の欧州製品データベース)から各製品の追加情
報を取得可能

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik im DIN 

und VDE 

(DKE)

https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/home-

building/ne

ws/energie

kennzeichn

ungsverord

nung-spart-

167-

terrawatt-

energie-ein

再掲

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/home-building/news/energiekennzeichnungsverordnung-spart-167-terrawatt-energie-ein
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(10/22)

資源循環分野関連記事詳細(10/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E11 欧州委、欧
州グリーン・
ディールの
資金提供メ
カニズムを
提案

1月21日 欧州委員会は「欧州グリーン・ディール」の資金提供メカニズムとなる
「欧州グリーン・ディール投資計画」と、その一部である「公正な移行メカニ
ズム」の基金設立規則案を発表(1月14日)

 「欧州グリーン・ディール投資計画」概要：
 10年間で官民による1兆ユーロの持続可能な投資の誘導を目標
 投資促進に向けたインセンティブの提供と、プロジェクトの特定・構築・
実施に関する官民への支援も実施予定

 計画に関わる予算は2021～2030年で5,030億ユーロとなる予定
 「公正な移行メカニズム」概要：

 化石燃料の関連産業に依存する地域への経済的な影響の緩和を企
図

 以下の3本柱から構成
1. EU資金より新たに75億ユーロを拠出し、労働者の技能習得支援、
中小企業やスタートアップ企業支援、環境に優しいエネルギーへ
の投資支援(「公正な移行基金」)

2. 中期投資戦略「インベストEU」の資金450億ユーロによる、持続可
能なエネルギー・交通等への民間投資の誘導

3. 欧州投資銀行(EIB)の250億～300億ユーロの公的部門向け融資
(地域熱供給ネットワークの整備や建物の改修などが対象)

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/01/1e

aa39e4d7f

4ab98.html

再掲

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/1eaa39e4d7f4ab98.html
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資源循環分野関連記事詳細(11/30)

資源循環テーマ別情報詳細
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E12 2020作業プ
ログラムが
公開されま
した！

1月21日 ECOSは2020年の作業プログラムを公表。クリーンで循環的な経済への
移行促進し、気候変動と戦うための標準化戦略を推進する予定を提示

 作業プログラムにおける優先事項：
 政策と標準の両方の観点から、循環経済を実現
 プラスチックの使用と汚染の大幅な削減を推進し、環境に優しいリサ
イクルを実現

 建設、繊維、電子機器、暖房、バッテリーを含む幅広い製品の設計段
階で、循環且つ低炭素の考え方を組み込むためエコデザイン政策の
実施における高いレベルの野心を求めるキャンペーンを実施

 スマートホーム、建物、電気自動車や気候に優しい自然冷媒等の製
品を含む、気候に優しい技術を推進

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/our-

2020-work-

programme

-now-

published/

再掲

https://ecostandard.org/news_events/our-2020-work-programme-now-published/
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(12/22)

資源循環分野関連記事詳細(12/30)

資源循環テーマ別情報詳細
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地域・
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参照#
情報・記事
タイトル
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E13 産業団体な
どがグリー
ン・ディール
の資金メカ
ニズムに
意見表明

1月22日 欧州委員会による「欧州グリーン・ディール投資計画」と、その一部をなす
「公正な移行メカニズム」の基金設立規則案(1月14日発表)について、
産業団体や労働者団体等が声明を発表

 ビジネスヨーロッパ(欧州産業連盟)による声明：
 「欧州グリーン・ディール投資計画」について：

 投資不足の解消と、気候中立の経済への移行促進、長期的な生
産性と競争力の向上に向けた重要な一歩として評価

 一方、公的投資が民間投資を補完するようにしなければならない
と言及

 「公正な移行メカニズム」について：
 移行に伴う課題の規模を考えると、このメカニズムだけでは特効薬
とはならず、より広範な枠組み条件を迅速に整備する必要がある
と注意を喚起

 フレンズ・オブ・ジ・アース(環境保護団体)による声明：
 気候変動対策に必要な変革に対し、「公正な移行基金」の規模が小さ
過ぎると指摘

 さらに、気候変動を助長する地域熱供給のガス・インフラへの大規模
投資が可能となる抜け穴があると批判

 ETUC(欧州労働組合連合)による声明：
 「公正な移行基金」の規模が小さく、基金の資金が研究・イノベーショ
ンに費やされ、労働者に直接恩恵をもたらさないリスクがあると懸念を
表明

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/01/36

97be59506

cb757.html

再掲

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/3697be59506cb757.html
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資源循環分野関連記事詳細(13/30)

資源循環テーマ別情報詳細
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E14 専門家の
募集–
エコデザイ
ンの標準化

1月23日 エコデザインフレームワークの下でエネルギー関連製品分野の標準化に
向けた専門家を募集中(2月13日締切)

 専門家に求められるスキル：
 ICT製品、ポンプ、モーター、白物家電、照明製品、エアコン、ヒートポ
ンプ、太陽光発電、スマート家電 等に関する知識

 環境NGOの価値に対する強いコミットメントを示し、書面および口頭で
のコミュニケーションと交渉のスキルの証明

 EUのエコデザイン及びエネルギー表示規制の枠組みの理解、ならび
にエネルギー及び資源効率化政策及び標準化開発の経験の所有

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/call-for-

experts-

ecodesign-

standardis

ation/

5-E15 米アップル、
EUのスマホ
充電ケーブ
ル端子規格
統一化に
反対

1月24日 アップルは、EUが提唱するスマートフォンの充電ケーブル端子の規格
統一化について、反対する姿勢を表明(1月23日)

 アップルのコメント：
 スマートフォンの充電ケーブル端子を同一にする規制は、イノベーショ
ンを促進するどころかむしろ妨げ、電子機器の廃棄物を大量に生み
出すことから、欧州の消費者と経済全体にとって有害

 欧州委員会は、引き続き業界のイノベーション能力を制限しない解決
策を模索するよう希望

 今後の動き:

 欧州委員会は1月末または2月初旬に、充電ケーブル端子の規格統
一化がもたらす影響に関し調査報告を公表予定

Reuters
https //jp.re

uters.com/

article/eu-

apple-

charger-

idJPKBN1

ZN010

再掲

再掲

https://ecostandard.org/news_events/call-for-experts-ecodesign-standardisation/
https://jp.reuters.com/article/eu-apple-charger-idJPKBN1ZN010
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資源循環分野関連記事詳細(14/30)

資源循環テーマ別情報詳細
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(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E16 欧州自動車
工業会、EU
グリーン
ディールの
下でカーボ
ンニュートラ
ル計画を
策定

1月27日 カーボンニュートラル輸送への移行に着手するにあたり、EUの自動車
産業が「欧州グリーンディール導入を支援する10ポイント計画」を発表
(1月22日)

 計画名称：
 「Paving the way to carbon-neutral transport: 10-point plan to help 

implement the European Green Deal」
 ACEA会長コメント(抜粋)：

 政策立案者が特定技術の導入の強制やCO2削減が可能な車両を禁
止せずに技術中立性を保ち、最善の結果を得る取り組みを支援する
必要有

 代替電源車の展開を支援するために、充電ポイントと燃料補給ステー
ションの密なネットワークをEU全体に緊急に展開する必要有

 自動車と商用車の両方のユーザー向けに、一貫した経済的に持続可
能なインセンティブスキームを要求、 等

MARKLINES

欧州自動車
工業会
(ACEA)

https //ww

w markline

s com/ja/ne

ws/235218

https //ww

w acea be/

press-

releases/ar

ticle/auto-

industry-

sets-out-

plan-for-

carbon-

neutrality-

under-eu-

green-

deal-amid

5-E17 海洋を救う
10年–

ECOSはブ
ルーマニ
フェストに
署名

1月28日 ECOSは海洋・水域保護と回復に係る「ブルーマニフェスト」に署名した
ことを発表

 ブルーマニフェスト概要：
 Seas at Risk, BirdLife Europe, ClientEarth, Oceana, Surfrider 

Foundation Europe及びWWFが主導し102の環境団体が参加
 欧州委員会に対し、海洋を欧州グリーンディール内の気候と生物多様
性戦略における不可欠な分野とし、特に世界の水域の保護と回復に
向けた緊急の行動をとるよう要求

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/10-

years-to-

save-the-

oceans-

ecos-co-

signs-the-

blue-

manifesto/

再掲

https://www.marklines.com/ja/news/235218
https://www.acea.be/press-releases/article/auto-industry-sets-out-plan-for-carbon-neutrality-under-eu-green-deal-amid
https://ecostandard.org/news_events/10-years-to-save-the-oceans-ecos-co-signs-the-blue-manifesto/
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欧州 5-E18 新しく開発さ
れたEN 

17351：
2020は、バ
イオベース
の製品の酸
素含有量を
決定するの
に役立つ

1月30日 CEN/CENELECはバイオベース製品の総酸素含有量を測定するための
直接的方法を規定する新規規格を策定

 規格概要：
 名称：EN 17351:2020 ：Bio-based products - Determination of the 

oxygen content using an elemental analyser

 策定機関：CEN / TC 411「バイオベース製品」(議長：NEN(オランダ))

 エネルギー用途の食品、飼料、バイオマス以外のバイオベース製品
に焦点を当てた欧州委員会のマンデート(M / 492)に基づき発行

 (参考)規格に規定されるバイオベースの製品：
 全体または一部がバイオマスに由来するボトル、断熱材、木材及び木
材製品、紙、溶剤、反応中間体、複合材料等の製品
 製品に含まれるバイオマス量を、そのバイオベースの含有量また
はバイオベースの炭素含有量によって特徴付け

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

006 aspx

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-006.aspx
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(16/22)

資源循環分野関連記事詳細(16/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E19 Horizon 

Europeの
EU経済と社
会への影響
を最大化

1月30日 Orgalimは「研究、開発(R＆D)とイノベーションのための次のEUフレーム
ワークプログラム」がどのようにHorizonn Europeの影響を最大限
受けるかを提示
 セクター間のR＆D＆Iコラボレーションに積極的な革新的なテクノロジー企業を代
表しOrgalimが発表

 プログラム概要：
 欧州議会とHorizon Europe評議会の間で暫定的に政治的な合意とし
て決定(2019年)

 実施予定期間：2021年から2027年
 現在、委員会はプログラムの最初の4年間のコンテンツを準備する
ための戦略的計画プロセスを開始

 世界と経済は前例のない変化を遂げており、以下3つの主要な課題を検討
する必要があると推奨：

1. イノベーションサイクルの短縮と急速なデジタル変換を伴う技術的
な課題

2. 気候、エネルギー、環境を含む持続可能性の課題
3. 社会的及び経済的な課題

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/news/ma

ximising-

impact-

horizon-

europe-eu-

economy-

and-society

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/rd-

and-

innovation-

orgalim-

recommen

dations-

strategic-

planning-

horizon-

europe-

and

再掲

https://www.orgalim.eu/news/maximising-impact-horizon-europe-eu-economy-and-society
https://www.orgalim.eu/position-papers/rd-and-innovation-orgalim-recommendations-strategic-planning-horizon-europe-and
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(17/22)

資源循環分野関連記事詳細(17/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E20 アップルは
問題の渦中
に、欧州は
共通の充電
ポートの
規制を通過

1月31日 欧州議会は、スマートフォンなどの小型機器の充電ケーブル端子の規格
を統一するように求める議案を賛成多数により採決
 Appleを除く全主要メーカーは、全てのスマートフォンへの共通充電ポートの導入
に同意

 独自規格のLightning端子を採用しているAppleは既に本規制に反対の意を示し
ているが、議案の可決は打撃となる可能性有

 議案内容：
 e-waste(デジタルごみ)を削減し、機器を買い替えるごとに新しいケー
ブルを用意する消費者の手間を減らすために、規制を設け充電端子
規格の統一を推奨

 今後の動き：
 7月までに欧州委員会が立法化し、EU内で機器を販売するスマホ
メーカーなどが規制の対象となる予定

FOSSBYTES

engadget

https //foss

bytes.com/

apple-in-

trouble-eu-

pass-

regulation-

common-

charging-

ports/

https //japa

nese enga

dget.com/j

p-2020-01-

31-eu.html

再掲

https://fossbytes.com/apple-in-trouble-eu-pass-regulation-common-charging-ports/
https://japanese.engadget.com/jp-2020-01-31-eu.html
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(18/22)

資源循環分野関連記事詳細(18/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E21 耐久性と修
理性に関す
る水平基準

1月 ANECは、CEN-CENELEC / JTC 10によるエコデザイン関連規格である

EN 45552及びEN 45554の採用を歓迎
 CEN-CENELEC / JTC 10名称：

 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for 

Ecodesign(エコデザインのためのマテリアル効率の側面)

 規格名称：
 EN 45552：General method for the assessment of the durability of 

energy-related products

 EN 45554：General methods for the assessment of the ability to 

repair, reuse and upgrade energy-related products

 策定目的：
 エネルギー関連製品の材料効率の側面に対するエコデザイン要件の
導入及び製品固有の方法論と材料効率に関する将来の基準開発の
支援

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

https://www.anec.eu/publications/newsletters
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(19/22)

資源循環分野関連記事詳細(19/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E22 CENと
CENELEC
のIndustry 

Advisory 

Forum(IAF)
は、1月22
日に会議を
開催

1月22日 CENとCENELECが産業諮問フォーラム(IAF)を開催、グリーンディール
政策と標準化の関係についても討議(1月22日@ブリュッセル)

 IAF概要：
 業界の標準化関連の優先事項を特定し、CENとCENELECがさらに
行動可能な推奨事項を提案

 欧州レベルでの「CENとCENELEC戦略2030」の定義に対する業界
インプットの提供にも従事

 討議内容：
 過去のプロジェクトにおける進捗状況を評価し、将来の重要な主要ト
ピックを決定

 欧州規格がどのように欧州グリーンディールに貢献可能か調査するこ
とについて討議

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

003 aspx

5-E23 ACI 

EUROPE
が初の航空
サステナビ
リティサミッ
トを開催

1月22日 ACI EuropeはEU2050気候中立性の目標達成に向けた初の航空サステ
ナビリティサミットを開催(@ブリュッセル)

 会議トピック：
 EU2050気候中立性の目標の達成に向け航空市場を脱炭素化する
必要性

 より持続可能な空港を実現する方法
 参加者：

 EU機関及び加盟国、EUROCONTROL、航空会社、エアバス、NGO、
自治体、空港関連の利害関係者が出席

 (参考)ACI Europe (Airports Council International Europe)概要：
 欧州の業界貿易協会であり、空港の管理と運営における専門的な卓
越性の促進を目的として設立

AITPORTWO

RLD

ACI EUROPE

http //www.

airport-

world.com/

news/gene

ral-

news/7497

-aci-

europe-

hosts-its-

first-

aviation-

sustainabili

ty-

summit ht

ml

https //ww

w aci-

europe.org/

about/profil

e.html

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-003.aspx
http://www.airport-world.com/news/general-news/7497-aci-europe-hosts-its-first-aviation-sustainability-summit.html
https://www.aci-europe.org/about/profile.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2638

【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(20/22)

資源循環分野関連記事詳細(20/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E24 環境に優し
い未来：ヨー
ロッパは模
範を示し、
先導する
ことが必要

1月23日 欧州経済社会委員会(EESC)の全体会議において、気候変動との闘いは
優先度の高いトピックとして、COP25と欧州グリーンディールに関する
議論を実施

 ESSC会長発言要旨：
 気候変動とSDG目標に関するパリ協定の目的達成は順調ではなく、

EU全員に壊滅的な影響を与える可能性があると主張
 2030アジェンダの実施は、今後10年間のEUの最優先事項であるな
ければならないと確信

 その他会議出席者・発言者：
 EESC持続可能な開発天文台(SDO)、環境、海洋、漁業のコミッショ
ナー、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)代表、イタリアの持続可能
な開発のための同盟(ASviS)代表、気候と環境変動に関する地中海
の専門家ネットワーク(MedECC)

欧州経済社会
委員会

https //ww

w eesc.eur

opa eu/en/

news-

media/pres

s-

releases/gr

een-future-

europe-

has-show-

way-and-

lead-

example

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/green-future-europe-has-show-way-and-lead-example
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(21/22)

資源循環分野関連記事詳細(21/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

欧州 5-E25 EEPLIANT

3諮問委員
会会議

1月 ANECは、Energy Efficiency Compliant Products 3(EEPLIANT3)
諮問委員会の最初の会議に出席(12月12日)

 EEPLIANT3概要：
 2019年6月、製品のエネルギー効率に関する法律への準拠を確認す
るための汎EU市場監視措置として開始

 2023年5月まで活動予定であり、EUのHorizon 2020プログラムから
の資金を享受

 会議内容：
 EEPLIANT3の作業計画、諮問委員会メンバーによる要望、アクション
の目標を達成するための共同作業の方法について議論

 EEPLIANT3に参加している市場監視当局が、エアコン、換気ユニット、
回転式乾燥機、給湯器、ローカルスペースヒーター、照明のエネル
ギーラベリングとエネルギー効率を検査及び試験することで合意

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

5-E26 ANECは
材料効率に
関する
新しい
CENELEC 

WGに参加

1月 ANECはCENELEC / TC 59X / WG23(Resource Efficiency)の最初の
会議に出席(2019年12月)

 会議概要：
 WGのタイトルを「家庭用及び類似の電気器具の材料効率(Material 

efficiency of household and similar electrical appliances)」に決定
 当初提案されていたタイトルに含まれていた"resource"を"material"に
置き換え

 今後の動き：
 標準化要求を発行(2020年3月)、採用予定(2020年6月)

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs
再掲

https://www.anec.eu/publications/newsletters
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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【情報収集結果】欧州における資源循環分野の標準化動向(22/22)

資源循環分野関連記事詳細(22/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

フラン
ス

5-E27 ライフサイク
ルの観点：
管理システ
ムにパ
フォーマン
スを統合す
る方法

1月 AFNOR Grand Estは、環境に配慮した設計アプローチを開発し永続化
する方法についてワークショップを開催予定 (1月23日@ストラスブール)
 ISO 14001：2015(環境マネジメントシステム)に記載されている、製造業者とサー
ビス事業者の両方に適用される、開発及び設計プロセスにおけるサイクルの観
点の考慮事項について討議予定

Association 

française de 

normalization 

(AFNOR)

https //ww

w afnor.org

/evenemen

t/strasbour

g-

perspective

-cycle-de-

vie-

comment-

integrer-

performanc

e-systeme-

manageme

nt-iso-

14001/

https://www.afnor.org/evenement/strasbourg-perspective-cycle-de-vie-comment-integrer-performance-systeme-management-iso-14001/
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【情報収集結果】米国における資源循環分野の標準化動向

資源循環分野関連記事詳細(23/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

米国 5-U1 民主党は、
2050年まで
に米国の
カーボン
ニュートラル
を実現する
ための法案
の概要を
提示

1月8日 米国下院民主党は、2050年に米国のカーボンニュートラルを実現する
ための法案(The CLEAN Future Act)概要を提示

 CLEAN Future Act概要：
 2050年までに発電や交通部門からのCO2排出量ゼロを実現
 建築業界など産業界における環境に配慮した素材を調達
 クリーンエネルギーのクレジットを取引する市場を創設

 今後の動向：
 トランプ政権及び共和党は気候変動対策に消極的だが、提案された
法案の部分的な法制化には応じる可能性

The Hill
https //theh

ill.com/poli

cy/energy-

environme

nt/477435-

dems-

outline-

sweeping-

legislation-

to-make-

us-carbon-

neutral-by-

2050

5-U2 米国農務省
は、新たな
エタノール
混合販売施
設へのイン
センティブプ
ログラムに
対し意見を
募集

1月17日 米国農務省(USDA)は、再生可能燃料の利用拡大のためHigher 

Blends Infrastructure Incentive Program (HBIIP) への情報提供
依頼(RFI)を発出

 背景：
 USDAは、2016-19年Biofuels Infrastructure Partnership (BIP) にお
いてE15、E85等のバイオ燃料普及を担当

 RFI概要：
 E15やB20もしくはそれ以上の混合割合のバイオ燃料利用促進のた
めの施設整備に関する情報を収集
 施設や製品、イノベーション、データ、学術研究など幅広い情報を、
投資家や施設運営者、建設業者、研究者などから募集

 情報はHBIIPにおける優先事項の決定や将来の政府の施策に活用

Green Car 

Congress

https //ww

w greencar

congress.c

om/2020/0

1/2020011

7-

ethanol.ht

ml

再掲

https://thehill.com/policy/energy-environment/477435-dems-outline-sweeping-legislation-to-make-us-carbon-neutral-by-2050
https://www.greencarcongress.com/2020/01/20200117-ethanol.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(1/5)

資源循環分野関連記事詳細(24/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C1 中国がNEV
バッテリー
リサイクル
規制を開始

1月6日 中国工業情報化部は、使用済み新エネルギー車(NEV)電源バッテリーの
リサイクルに関する新たな規制を発表

 規制内容：
 主要なバッテリーメタルの新たな回収率について規定

 ニッケル、コバルト、マンガンの回収率は98％以上、リチウムの回
収率は85％以上として規定

argus
https //ww

w argusme

dia com/en

/news/2045

403-china-

launches-

nev-

battery-

recycling-

regulations 

5-C2 「内陸航行
支援標識」
等8つの国
家強制規格
策定および
改訂計画に
関する
お知らせ

1月7日 浄水器の水効率や銀行カード端末のセキュリティ要件等8つの強制国家
規格の策定及び改訂計画が開始

 規格策定・改訂計画(サマリ対象分野のみ抜粋)：
 2019345Q-46：浄水器の水効率の限界値と水効率等級(GB 34914-

2017の改訂)

 2019345-Q-32：銀行カード受付端末の基本的なセキュリティ要件(新
規策定)

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //www.

samr gov.c

n/bzjss/tzg

g/202001/P

020200106

576569950

249 pdf

再掲

再掲

https://www.argusmedia.com/en/news/2045403-china-launches-nev-battery-recycling-regulations
http://www.samr.gov.cn/bzjss/tzgg/202001/P020200106576569950249.pdf
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(2/5)

資源循環分野関連記事詳細(25/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C3 「省エネと
サーキュ
ラーエコノ
ミーの標準
化パイロット
に関する研
究」を含む3
つの標準技
術管理プロ
ジェクトの専
門家評価が
完了

1月9日 「省エネとサーキュラーエコノミーの標準化パイロットに関する研究」、
「グリーン製品評価標準システムに関する研究」、「エコ文明構築における
主要規格の開発と主要規格の研究」の専門家評価会議が開催
(1月7日 @北京、中国)

 協議内容：
 下記内容に関して参加専門家が同意：

 「省エネとサーキュラーエコノミーの標準化パイロットに関する研
究」について、主要のパイロット結果の評価が完了

 「グリーン製品評価基準システムに関する研究」について、グリー
ン製品基準システムをさらに改善し、「グリーン製品基準、認証、お
よびラベリングシステムの確立に関する国務院総局の意見」に
従って、グリーン製品評価基準を作成

 「エコ文明構築における主要規格の開発と主要規格の研究」につ
いて、各地のエコ文明構築に関する標準化のパイロット、標準開発
を推進

 参加者：
 国家市場監督管理総局の標準技術管理部門長、専門家等

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200109

49234.html

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200109_49234.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(3/5)

資源循環分野関連記事詳細(26/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C4 中国標準化
研究院は、
第一回「一
帯一路」グ
リーン生産
性リーダー
に選出

1月17日 中国生産性促進センター等が主催するグリーン生産性フォーラムとエコ環
境チャンネルキックオフ式典において、中国標準化研究院の国家標準化
活動が「一帯一路」グリーン生産性リーダーに選出(1月12日)
 選出対象となった国家標準化活動は、中国家庭用電化製品研究所と広西チワン
族自治区の規格と技術研究所をリードして実施した、ASEAN、中央アジア、ロシ
ア、およびその他の国々における「グローバル化する中国規格」に関する特別調
査

 持続可能な規格として、「一帯一路」のグリーン開発の促進を提案

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200117

49266.html

5-C5 中国が銅及
びアルミニ
ウムスクラッ
プの新たな
基準を発表

1月19日 中国の市場規制当局は、高品質の銅スクラップとアルミニウムスクラップ
の新たな基準を発表

 新基準の概要：
 新たな基準を満たすスクラップ金属は、廃棄物ではなく資源として分
類

 スクラップにおける最小銅含有量を、スクラップ・リサイクル業協会
(ISRI)の規格における「銅線Barley」の99.9％から「規格3番銅スク
ラップ結節」の94％までの範囲に設定

 アルミニウムスクラップのアルミニウムおよびアルミニウム合金の最小
含有量は、リサイクルインゴットで100％、アルミニウム鋳物で98％、
アルミニウムブロックでは91％に設定

 各業界への影響：
 新たな基準に対し、中国の銅スクラップの輸入業者と業界関係者は非
常に厳しい反応を示す一方、アルミニウムスクラップの輸入業者は深
刻ではないと反応

Reuters
https //ww

w reuters.c

om/article/

us-china-

metals-

scrap/china

-publishes-

new-

standards-

for-copper-

and-

aluminum-

scrap-

idUSKBN1

ZI0IA

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200117_49266.html
https://www.reuters.com/article/us-china-metals-scrap/china-publishes-new-standards-for-copper-and-aluminum-scrap-idUSKBN1ZI0IA
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(4/5)

資源循環分野関連記事詳細(27/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C6 国家開発改
革委員会が
「プラスチッ
ク汚染管理
のさらなる
強化に関す
る意見」に
ついて記者
の質問に
回答

1月20日 国家開発改革委員会と生態環境部が「プラスチック汚染管理のさらなる
強化に関する意見」を発表

 目的：
 習近平政権の生態文明の建設を推進し、質の高い発展し続けるため
にプラスチック汚染の管理を促進

 概要：
 2020年までに、一部の地域において主導的に一部のプラスチック製
品の生産、販売、使用の禁止と制限を実施

 2022年までに、プラスチック汚染分野やEコマース、テイクアウト等の
分野において使い捨てプラスチック製品の消費を大幅に削減、代替製
品を促進し、プラスチック廃棄物資源利用の割合を大幅に増加させ、
再現可能でスケーラブルなプラスチック削減とグリーン物流モデルを
構築

 2025年までに基本的なプラスチック製品の生産、流通、消費、リサイ
クル、および廃棄の管理システムを確立

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/gnbzh/gn

dt/202001/t

20200120

49280.html

5-C7 エレクトロニ
クス業界規
格「電気電
子製品にお
ける有害物
質の使用制
限に関する
要件」のドラ
フトに対する
意見募集

1月20日 エレクトロニクス業界規格「電気電子製品における有害物質の使用制限
に関する要件」(計画番号2019-0969T-SJ)ドラフト対する意見を募集
(2月23日まで)
 本規格は「電子電気製品における有害物質の使用制限に関する要件」(SJ / T 

11364-2014)及びその改訂版(SJ / T 11364-2014 / XG1-2017)の改訂版

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/6001 h

tml

https://www.cnis.ac.cn/gnbzh/gndt/202001/t20200120_49280.html
http://www.cesi.cn/202001/6001.html
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【情報収集結果】中国における資源循環分野の標準化動向(5/5)

資源循環分野関連記事詳細(28/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

中国 5-C8 第2回全国
製品リサイ
クル管理標
準化技術
委員会2019
年次総会が
北京で開催

1月13日 第2回全国製品リサイクル管理標準化技術委員会(SAC / TC 415)

2019年次総会が開催(1月9日@北京、中国)
 協議内容：

 国家市場監督管理局Wang Junwei標準技術管理部長が、委員会に
対し規格の開発を優先し、効果的に国際標準化を促進することを要求

 事務局が委員会の2019年の作業概要と2020年の主要な作業計画を
報告し、参加者がワーキンググループの予備提案について議論

 参加者：
 委員会メンバー40人以上および北京・天津・河北省のリサイクル作業
部会の専門家

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200113

49239.html

5-C9 全国グリー
ン製品評価
標準化総括
グループの
第3回全体
会議と2019
年次総会が
北京で開催

1月17日 全国グリーン製品評価標準化総括グループの第3回全体会議及び
2019年次総会が開催(1月14日@北京、中国)

 会議内容：
 Linグループ長が、2019年の総括グループのグリーン製品評価標準
化の活動概要と2020年の活動案を報告し、総括グループ事務局が策
定した「グリーン製品規格の策定ガイド」を紹介

 湖州市市場監督総局Yang Weiチーフエンジニアが、湖州におけるグ
リーン製品認証パイロットと規格の実装について紹介

 参加者がグループの活動内容、結果、活動案について議論し、湖州
のグリーン製品認証パイロットに対して意見と提案を実施

 参加者：
 国家市場監督総局運輸エネルギー資源環境部、標準技術部、食品消
費財部、機器材料部、国家標準評価センター等から50人以上

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200117

49267.html

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200113_49239.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200117_49267.html
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【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向

資源循環分野関連記事詳細(29/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

インド
ネシア

5-A1 PLNが取引
可能な再生
可能エネル
ギー証明書
を発行し、ク
リーンエネ
ルギーを
促進

1月28日 国営電力会社PLNが、Clean Energy Investment 

Accelerator(CEIA)Indonesiaとの協力により、取引可能な再生可能
エネルギー証明書(REC)の発行を計画

 再生可能エネルギー証明書(REC)概要：
 グリーンエネルギーベースの電力生産者に発行される証明書

 グリーン電力生産者は、公開市場で証明書を販売可能である一方、
企業はRECを購入して二酸化炭素排出量を相殺し、クリーンエネ
ルギープログラムをサポートすることが可能

 協力概要：
 CEIA Indonesiaは、PLNがRECの取引プラットフォームである発生属
性追跡システム(GATS)構築を行うに際しての技術支援を提供

The Jakarta 

Post

https //ww

w thejakart

apost.com/

news/2020/

01/28/pln-

to-issue-

tradable-

renewable-

energy-

certificates-

to-

promote-

clean-

energy.htm

l

タイ 5-A2 サーキュラ
エコノミー規
格に関する
ワークショッ
プ：持続可
能性と開発
のバランス

1月30日 サーキュラエコノミー規格に関するワークショップを開催
(2月26日@タイ ノンタブリ)

 目的：
 サーキュラーエコノミ－の原則を適用するためのガイドラインであるタ
イ工業規格協会規格TIS 2-2562：サーキュラーエコノミーの理解促進
と普及

 対象参加者：
 製造業及びサービス業、政府機関、国営企業、教育機関

タイ工業規格局
(TISI)

https //ww

w tisi.go.th/

trainning/d

etails/111

https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/28/pln-to-issue-tradable-renewable-energy-certificates-to-promote-clean-energy.html
https://www.tisi.go.th/trainning/details/111
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【情報収集結果】国際における資源循環分野の標準化動向

資源循環分野関連記事詳細(30/30)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際 5-O1 循環経済に
関する次の
IECウェビ
ナーに参加

1月29日 IECは、循環経済と材料効率分野における標準化作業に関するウェビ
ナーを開催予定(2月14日)

 ウェビナー概要：
 循環経済及び材料効率の更なる促進に向けて、標準化が需要となる
旨を説明予定
 規格策定により、製品の耐久性、製品の修理又はリサイクル難易
度やリサイクル材料の品質等に関する評価方法を規定可能である
ことを説明

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/join-

the-next-

iec-

webinar-

on-the-

circular-

economy/

https://blog.iec.ch/2020/01/join-the-next-iec-webinar-on-the-circular-economy/
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1月のピックアップ
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7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(1/21)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(1/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E1 交通安全：
標準的な車
両の安全性
に大きな
変化をもた
らす規則が
施行

1月6日 EU Todayは新しい乗用車及びバンに対しCO2排出性能基準を設定する
新規規制を、2020年1月1日以降適用していることを紹介

 目的：
 消費者の燃料消費コストを削減。EU自動車産業の競争力の強化と同
時に、雇用を促進しパリ協定に基づくEUのコミットメントの達成に貢献

 規定内容：
 2025年までに、製造業者は車両とバンについて、2021年時より排出
量を15％削減する必要有

 さらに、2030年までに排出量を、自動車は37.5％、バンは31％削減
する必要有

EU Today
https //euto

day.net/ne

ws/busines

s-

economy/2

020/road-

safety

英国 6-E2 マンチェス
ターとリバ
プールで
認定された
英国初の
ネットゼロ
オフィス

1月6日 リバプールとマンチェスターにある11のオフィスプロパティのポートフォリ
オは、英国グリーンビルディング協会(UKGBC)標準に英国初のネット
ゼロオフィスとして認証を取得
 不動産事業者であるPeel L＆Pは最初に建築物の性能評価基準(BREEAM基
準)に準拠。エネルギー効率に多大な投資を行い、北西イングランドに植林するス
キームを通じて残りの排出量を相殺することにより、ネットゼロ基準を達成

 BREEAM基準概要：
 イギリス建築研究所建築物性能評価制度(Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method)

 世界で最も知られたグリーンビルディング評価システムで、建物の種
類によって評価基準を規定

 UKGBC概要：
 建設関連業界の企業がメンバーとなる非営利団体

edie
https //ww

w edie.net/

news/6/UK

-s-first-net-

zero-

offices-

certified-in-

Mancheste

r-and-

Liverpool/

再掲

再掲

https://eutoday.net/news/business-economy/2020/road-safety
https://www.edie.net/news/6/UK-s-first-net-zero-offices-certified-in-Manchester-and-Liverpool/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/21)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(2/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E3 入札募集–
エコデザイ
ンとエネル
ギー表示に
関連する標
準化作業に
対する消費
者の関心の
表明

1月13日 ECOSはエネルギー関連製品の標準化作業に関する利害関係者への
技術サポートを目的とし下請となる業者を募集(2月5日締切)

 目的：
 利害関係者、環境、消費者に対してエコデザイン及びエネルギー表示
ポリシーに関連する標準化プロセスへ参加と貢献を促進

 依頼タスク内容：
 標準化グループ会議(技術委員会、ワーキンググループなど)への出
席、及び会議への議論への積極的な貢献

 標準化、標準化要求(SR)及び標準化グループによって扱われる標準
化成果物に対しコメントの発出または分析

 ECOS作業方法に応じたプロジェクト及び財務管理、レポートなどの
包括的なタスクの支援

 本活動のコミュニケーションに関連する支援活動の実施

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/call-for-

tender-the-

representat

ion-of-

consumer-

interest-in-

standardis

ation-work-

related-to-

ecodesign-

and-

energy-

labelling/

再掲

https://ecostandard.org/news_events/call-for-tender-the-representation-of-consumer-interest-in-standardisation-work-related-to-ecodesign-and-energy-labelling/
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【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/21)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(3/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E4 ACEA連合
は、持続可
能な燃料と
LPGを放棄
しないように
ECに要請

1月14日 ACEAを含む連合は代替燃料インフラ指令の今後のレビューにおいて
技術中立的なアプローチを取るよう、欧州委員会に対し共同宣言を発出
 代替燃料インフラストラクチャ指令の今後のレビューで技術中立的なアプローチ
を求める、「EU代替燃料定義の法的一貫性に関する共同宣言」を発表

 宣言要旨：
 今後の欧州グリーンディールの下で環境とエネルギー法の見直しに
おいて、持続可能な再生可能燃料やLPGなどのクリーンで実績のあ
る費用対効果の高いソリューションを放棄しないことを要請

 代替燃料の現在の定義を維持し、一貫した政策決定と安定した投資
環境を保証するよう要請

 連合参画者：
 Liquid Gas Europe、ePURE(欧州再生可能エタノール協会)、

EBB(欧州バイオディーゼル委員会)、UPEI(欧州独立燃料供給業者
を代表)

just-auto

欧州自動車
工業会(ACEA)

https //ww

w just-

auto.com/n

ews/acea-

coalition-

calls-on-

ec-not-to-

abandon-

sustainable

-fuels-and-

lpg id1930

53.aspx

https //ww

w acea be/

uploads/pr

ess releas

es files/joi

nt declarat

ion alterna

tive fuels

definition.p

df

6-E5 議会は欧州
のグリーン
ディールを
支持し、さら
に高い野心
を推進

1月15日 欧州議会は、欧州グリーン・ディールと、2030年のCO2排出目標の55％
への引き上げ、「公正な移行メカニズム」への資金拠出について支持を
表明
 更に欧州議会はグリーンディールの目的を達成するために必要な、いかなる法
案についても修正する予定

 欧州議会見解：
 今後の気候法に、現行のEUの2030年の排出削減目標である「55％
に向かって少なくとも50％」ではなく野心的に「55%」と記載すべき

 各加盟国における拘束力のある国家目標を含む、エネルギー効率と
再生可能エネルギーのより高い目標設定、また気候とエネルギーの
分野におけるEU法の他の部分の改訂を2021年6月までにすべき

欧州議会
https //ww

w europarl.

europa.eu/

news/en/pr

ess-

room/2020

0109IPR69

902/parlia

ment-

supports-

european-

green-

deal-and-

pushes-for-

even-

higher-

ambitions

再掲

再掲

https://www.just-auto.com/news/acea-coalition-calls-on-ec-not-to-abandon-sustainable-fuels-and-lpg_id193053.aspx
https://www.acea.be/uploads/press_releases_files/joint_declaration_alternative_fuels_definition.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliament-supports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2653

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/21)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(4/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E6 ドイツは石
炭火力発電
所の停止を
加速するた
めに数十億
を支払う

1月16日 気候変動と戦うための取り組みの一環として、ドイツ政府は公益事業会社
に数十億ユーロを支払い、石炭火力発電所の操業停止を早めると発表
 数十億ユーロの補填に対する連邦大臣と4つの炭鉱州の代表者との合意により、
ドイツは今後数十年にわたって温室効果ガスの排出の抑制が可能

 補填内容：
 早期に停止したことに対する補償として、ドイツ西部の石炭火力発電
所の運営者には26億ユーロ(22億ポンド)が、東部の発電所には17億
5,000万ユーロが支払われる予定

 今度の動き：
 政府は最終期限の3年前である2035年にドイツが石炭火力発電から
撤退可能か判断するため、2026年及び2029年にレビューを実施予
定

 (参考)全EU加盟国は、今後10年間の気候保護計画を2019年12月31日までに
欧州委員会に提出する必要があったが、ドイツは締め切りに間に合わず。発電所
の運営者と補償支払いについて数か月間交渉したことが長期化の原因

The Guardian

Climate Home 

News

https //ww

w theguard

ian com/wo

rld/2020/ja

n/16/germa

ny-will-pay-

billions-to-

speed-up-

coal-fired-

power-

plant-

shutdowns

https //ww

w climatec

hangenew

s com/202

0/01/08/ger

many-

misses-eu-

climate-

plan-

deadline/

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/16/germany-will-pay-billions-to-speed-up-coal-fired-power-plant-shutdowns
https://www.climatechangenews.com/2020/01/08/germany-misses-eu-climate-plan-deadline/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2654

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/21)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(5/35)
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州/ス
ウェー
デン

6-E7 スウェーデ
ンで環境配
慮ビジネス
として水素
に注目

1月17日 JETROはスウェーデンの建設分野における水素を活用した新規ビジネス
及び自治体の取り組みについて紹介

 スウェーデン政府の取り組み：
 「気候変動対策法」を施行(2018年1月1日)。EUより5年早い2045年
までの「気候中立」実現のため132の対策を提示し、産業別の対策の
中では建設分野を最初に言及

 上記法に基づき、気候変動対策に関するアクションプランを議会に提
示(2019年12月17日)

 新規ビジネスや自治体の取り組み：
 建設分野では、二酸化炭素削減に向け水素技術の活用が期待され、
水素の製造において水の電気分解時に使用する電気を太陽光発電
により賄うビジネスが注目

 上記ビジネスを自治体レベルで取り入れる地域もあり、ある都市では
マンション6棟172世帯が、既存の電力網から完全に切り離され、太陽
光発電による電気と、それにより製造した水素のみのエネルギーで生
活

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biz/arear

eports/202

0/83c33b9

b2161cd54

html

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/83c33b9b2161cd54.html
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E8 エネルギー
と気候：ス
マートグリッ
ドの展開を
加速：クリー
ンエネル
ギーパッ
ケージをサ
ポートする
最新のEU
スマートグ
リッドタスク
フォースの
推奨事項を
実装

1月20日 Orgalimはスマートグリッドの展開を加速すべく、欧州員会へスマートグ
リッドタスクフォースの最終レポートの実装を要請するポジションペーパー
を発行

 背景：
 2017年に3つの新しい専門家グループがスマートグリッドタスクフォー
スに追加され、作業を開始

 クリーンエネルギーパッケージと改訂された電力規制EU 2019/943及
び電力指令2019/944の実装に向けた欧州委員会への助言が目的
 電力規則：Regulation (EU) 2019/943 of the European 

Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal 

market for electricity

 電力指令：Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament 

and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the 

internal market for electricity and amending Directive 

2012/27/EU

 専門家グループは推奨事項を含む3つのレポートを作成
 Orgalimは上記3つのワーキンググループに積極的に参加し、最終報
告を承認

 ポジションペーパー内容：
 クリーンエネルギーパッケージとEUの2030年のエネルギーと気候の
枠組みの実装を成功させるべく、Orgalimは最終的なスマートグリッド
タスクフォースレポートの実装推進を、欧州委員会に要請

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/ene

rgy-

climate-

acceleratin

g-smart-

grids-

deploymen

t-

implementi

ng-latest-

eu-smart

https://www.orgalim.eu/position-papers/energy-climate-accelerating-smart-grids-deployment-implementing-latest-eu-smart
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E9 エネルギー
表示条例に
より167テラ
ワットのエネ
ルギーを
節約

1月20日 欧州委員会は冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機、テレビ、ランプに関する新し
い規則を発表し、エコデザインとエネルギー効率をより高めるための基準
を設定(12月5日)
 EU委員会は、新規規則が2030年までに年間約167テラワット時のエネルギーを
節約すると予測

 新規規則概要：
 冷蔵庫、洗濯機、回転式乾燥機、食器洗い機、モニター、テレビ、ラン
プに対し新規エネルギーラベルを導入(2021年3月開始。ランプのみ
2021年9月開始)

 ラベルにはQRコードが付与され、これによりEPRELデータベース(エ
ネルギーラベリング用の欧州製品データベース)から各製品の追加情
報を取得可能

Deutsche 

Kommission 

Elektrotechnik 

Elektronik 

Informationste

chnik im DIN 

und VDE 

(DKE)

https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/home-

building/ne

ws/energie

kennzeichn

ungsverord

nung-spart-

167-

terrawatt-

energie-ein

再掲

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/home-building/news/energiekennzeichnungsverordnung-spart-167-terrawatt-energie-ein
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E10 物質効率に
関するM / 

543シリー
ズの水平規
格がまもなく
完成

1月20日 ECOSは、EN 45552、EN 45557の制定に対し賛成票を投票したことを
発表

 規格名称：
 EN 45552：General method for the assessment of the durability of 

energy-related products

 EN 45557：General method for assessing the proportion of 

recycled material content in energy-related products

 さらに、標準化要求M / 543の下でCEN / CENELEC JTC10によって開発された
8つの物質効率規格のうち上記2規格を含めた7規格がまもなく公開されることを
発表

 CEN / CENELEC JTC10におけるECOSの関与：
 修理、再利用、アップグレードに関連するEN 45554でリーダーシップ
を発揮

 エネルギー関連製品の再製造能力の評価に関するEN 45553へのコ
メントを除き、全ての規格について肯定的な意見を発表

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/m-543-

series-of-

horizontal-

standards-

on-

material-

efficiency-

soon-to-be-

finalised/

再掲

https://ecostandard.org/news_events/m-543-series-of-horizontal-standards-on-material-efficiency-soon-to-be-finalised/
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E11 ドイツは、生
物経済及び
バイオベー
スの製品を
支援する36
億ユーロの
計画を支持

1月20日 食料農業省と教育研究省は、連邦閣僚が国家の生物経済戦略を可決
したことを踏まえ、共同発表を実施(1月15日)

 目的：
 「持続可能な、サイクル指向の、革新的なドイツ経済」に向けた取り組
みの推進

 戦略概要：
 政府は2024年までに1,000件以上のプロジェクトを支援する予定
 36億ユーロをプロジェクトに投資し低炭素への移行を加速。バイオ経
済を強化し、バイオベースの製品の市場創出の推進

 グリーン資金の大半を農業分野で使用し、25億ユーロを投入予定
 10億ユーロ以上を研究資金として使用し、この投資は生物学的知識
の拡大及び生物学的方法とシステムの使用に活用予定

BIO MARKET 

INSIGHTS

https //bio

marketinsig

hts com/ge

rmany-

backs-e3-

6bn-plan-

to-support-

bioeconom

y-and-bio-

based-

products/

再掲

https://biomarketinsights.com/germany-backs-e3-6bn-plan-to-support-bioeconomy-and-bio-based-products/
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国
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E12 欧州委、欧
州グリーン・
ディールの
資金提供メ
カニズムを
提案

1月21日 欧州委員会は「欧州グリーン・ディール」の資金提供メカニズムとなる
「欧州グリーン・ディール投資計画」と、その一部である「公正な移行メカニ
ズム」の基金設立規則案を発表(1月14日)

 「欧州グリーン・ディール投資計画」概要：
 10年間で官民による1兆ユーロの持続可能な投資の誘導を目標
 投資促進に向けたインセンティブの提供と、プロジェクトの特定・構築・
実施に関する官民への支援も実施予定

 計画に関わる予算は2021～2030年で5,030億ユーロとなる予定
 「公正な移行メカニズム」概要：

 化石燃料の関連産業に依存する地域への経済的な影響の緩和を企
図

 以下の3本柱から構成
1. EU資金より新たに75億ユーロを拠出し、労働者の技能習得支援、
中小企業やスタートアップ企業支援、環境に優しいエネルギーへ
の投資支援(「公正な移行基金」)

2. 中期投資戦略「インベストEU」の資金450億ユーロによる、持続可
能なエネルギー・交通等への民間投資の誘導

3. 欧州投資銀行(EIB)の250億～300億ユーロの公的部門向け融資
(地域熱供給ネットワークの整備や建物の改修などが対象)

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/01/1e

aa39e4d7f

4ab98.html

再掲

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/1eaa39e4d7f4ab98.html
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E13 2020作業プ
ログラムが
公開されま
した！

1月21日 ECOSは2020年の作業プログラムを公表。クリーンで循環的な経済への
移行促進し、気候変動と戦うための標準化戦略を推進する予定を提示

 作業プログラムにおける優先事項：
 政策と標準の両方の観点から、循環経済を実現
 プラスチックの使用と汚染の大幅な削減を推進し、環境に優しいリサ
イクルを実現

 建設、繊維、電子機器、暖房、バッテリーを含む幅広い製品の設計段
階で、循環且つ低炭素の考え方を組み込むためエコデザイン政策の
実施における高いレベルの野心を求めるキャンペーンを実施

 スマートホーム、建物、電気自動車や気候に優しい自然冷媒等の製
品を含む、気候に優しい技術を推進

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/our-

2020-work-

programme

-now-

published/

6-E14 天然ガスと
再生可能ガ
ス：燃料交
換インフラス
トラクチャの
展開を加速
するための
共同要求

1月21日 欧州自動車工業会(ACEA)を含む3協会は、EU政策立案者に対し天然ガ
スと再生可能ガス/バイオメタンをEU全体に供給するためのインフラストラ
クチャの整備を加速させるよう要求

 要求名称：
 「Natural and renewable gas: Joint call to accelerate the 

deployment of refuelling infrastructure」
 主な要求内容：

 天然ガスインフラストラクチャを拡張させ、EUの全領域を均等に網羅
すべき

 市場における成長率の高い再生可能ガスの統合と使用を支援すべき
 EUの資金調達スキームを通じたR&I活動支援を維持すべき

 要求実施協会：
 ブリュッセル–欧州バイオガス協会(EBA)、天然＆バイオガス自動車
協会(NGVA Europe)、欧州自動車工業会(ACEA)

欧州自動車
工業会(ACEA)

https //ww

w acea be/

press-

releases/ar

ticle/natural

-and-

renewable-

gas-joint-

call-to-

accelerate-

the-

deploymen

t-of-refuel

再掲

再掲

https://ecostandard.org/news_events/our-2020-work-programme-now-published/
https://www.acea.be/press-releases/article/natural-and-renewable-gas-joint-call-to-accelerate-the-deployment-of-refuel
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ドイツ 6-E15 VDA | NA 

Automobile
とVDE | 

DKEはeモ
ビリティ標準
化のための
戦略的パー
トナーシップ
を拡大

1月21日 ドイツ自動車産業協会(VDA)が支援する自動車技術標準委員会(VDA | 

NA Automobil)と、電気工学、電子工学、情報技術(VDE)が支援する
標準組織VDE | DKEが標準化において戦略的協力を強化

 協力目的：
 ドイツにおける自動車部門のCO2排出量をさらに削減し、電気自動車
の普及を促進

 注力分野：
 大型商用車(NFZ)用に対する、高い充電容量を保持しつつ充電時間
を最小限に抑えることが可能な、電力に適合したケーブルを含む充電
インターフェース

 既に議論が進んでいる規格：
 GAK 542.4.3「車両の有線接続用のDCコネクタ」
 GAK 353.0.2「電気自動車のDC充電」
 AK 353.0.103「自動コンダクティブ充電」

 今後の動き：
 新規コネクタの「技術仕様」規格を開発し、国際標準化を見据えドラフ
トを作成予定(2020年度中)

Verband der 

Elektrotechnik, 

Elektronik und 

Informationste

chnik e.V. 

(VDE)

https //ww

w.vde.com/

de/presse/

vda-und-

vde-

kooperiere

n-bei-

nutzfahrze

ugen

https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/mobility

/news/lade

n-

schwerer-

nutzfahrze

uge-

kooperatio

n-vda-naa-

vde-dke

再掲

https://www.vde.com/de/presse/vda-und-vde-kooperieren-bei-nutzfahrzeugen
https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/mobility/news/laden-schwerer-nutzfahrzeuge-kooperation-vda-naa-vde-dke
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タイトル
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(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E16 産業団体な
どがグリー
ン・ディール
の資金メカ
ニズムに
意見表明

1月22日 欧州委員会による「欧州グリーン・ディール投資計画」と、その一部をなす
「公正な移行メカニズム」の基金設立規則案(1月14日発表)について、
産業団体や労働者団体等が声明を発表

 ビジネスヨーロッパ(欧州産業連盟)による声明：
 「欧州グリーン・ディール投資計画」について：

 投資不足の解消と、気候中立の経済への移行促進、長期的な生
産性と競争力の向上に向けた重要な一歩として評価

 一方、公的投資が民間投資を補完するようにしなければならない
と言及

 「公正な移行メカニズム」について：
 移行に伴う課題の規模を考えると、このメカニズムだけでは特効薬
とはならず、より広範な枠組み条件を迅速に整備する必要がある
と注意を喚起

 フレンズ・オブ・ジ・アース(環境保護団体)による声明：
 気候変動対策に必要な変革に対し、「公正な移行基金」の規模が小さ
過ぎると指摘

 さらに、気候変動を助長する地域熱供給のガス・インフラへの大規模
投資が可能となる抜け穴があると批判

 ETUC(欧州労働組合連合)による声明：
 「公正な移行基金」の規模が小さく、基金の資金が研究・イノベーショ
ンに費やされ、労働者に直接恩恵をもたらさないリスクがあると懸念を
表明

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/01/36

97be59506

cb757.html

再掲

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/3697be59506cb757.html
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エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E17 専門家の募
集–エコデザ
インの
標準化

1月23日 エコデザインフレームワークの下でエネルギー関連製品分野の標準化に
向けた専門家を募集中(2月13日締切)

 専門家に求められるスキル：
 ICT製品、ポンプ、モーター、白物家電、照明製品、エアコン、ヒートポ
ンプ、太陽光発電、スマート家電 等に関する知識

 環境NGOの価値に対する強いコミットメントを示し、書面および口頭で
のコミュニケーションと交渉のスキルの証明

 EUのエコデザイン及びエネルギー表示規制の枠組みの理解、ならび
にエネルギー及び資源効率化政策及び標準化開発の経験の所有

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n(ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/call-for-

experts-

ecodesign-

standardis

ation/

6-E18 欧州自動車
工業会、EU
グリーン
ディールの
下でカーボ
ンニュートラ
ル計画を
策定

1月27日 カーボンニュートラル輸送への移行に着手するにあたり、EUの自動車
産業が「欧州グリーンディール導入を支援する10ポイント計画」を発表
(1月22日)

 計画名称：
 「Paving the way to carbon-neutral transport: 10-point plan to help 

implement the European Green Deal」
 ACEA会長コメント(抜粋)：

 政策立案者が特定技術の導入の強制やCO2削減が可能な車両を禁
止せずに技術中立性を保ち、最善の結果を得る取り組みを支援する
必要有

 代替電源車の展開を支援するために、充電ポイントと燃料補給ステー
ションの密なネットワークをEU全体に緊急に展開する必要有

 自動車と商用車の両方のユーザー向けに、一貫した経済的に持続可
能なインセンティブスキームを要求、 等

MARKLINES

欧州自動車
工業会(ACEA)

https //ww

w markline

s com/ja/ne

ws/235218

https //ww

w acea be/

press-

releases/ar

ticle/auto-

industry-

sets-out-

plan-for-

carbon-

neutrality-

under-eu-

green-

deal-amid

再掲

再掲

https://ecostandard.org/news_events/call-for-experts-ecodesign-standardisation/
https://www.marklines.com/ja/news/235218
https://www.acea.be/press-releases/article/auto-industry-sets-out-plan-for-carbon-neutrality-under-eu-green-deal-amid
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欧州 6-E19 Horizon 

Europeの
EU経済と社
会への影響
を最大化

1月30日 Orgalimは「研究、開発(R＆D)とイノベーションのための次のEUフレーム
ワークプログラム」がどのようにHorizonn Europeの影響を最大限
受けるかを提示
 セクター間のR＆D＆Iコラボレーションに積極的な革新的なテクノロジー企業を代
表しOrgalimが発表

 プログラム概要：
 欧州議会とHorizon Europe評議会の間で暫定的に政治的な合意とし
て決定(2019年)

 実施予定期間：2021年から2027年
 現在、委員会はプログラムの最初の4年間のコンテンツを準備する
ための戦略的計画プロセスを開始

 世界と経済は前例のない変化を遂げており、以下3つの主要な課題を検討
する必要があると推奨

1. イノベーションサイクルの短縮と急速なデジタル変換を伴う技術的な
課題

2. 気候、エネルギー、環境を含む持続可能性の課題
3. 社会的及び経済的な課題

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/news/ma

ximising-

impact-

horizon-

europe-eu-

economy-

and-society

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/rd-

and-

innovation-

orgalim-

recommen

dations-

strategic-

planning-

horizon-

europe-

and

再掲

https://www.orgalim.eu/news/maximising-impact-horizon-europe-eu-economy-and-society
https://www.orgalim.eu/position-papers/rd-and-innovation-orgalim-recommendations-strategic-planning-horizon-europe-and
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欧州 6-E20 新しく開発さ
れたEN 

17351：
2020は、バ
イオベース
の製品の酸
素含有量を
決定するの
に役立つ

1月30日 CEN/CENELECはバイオベース製品の総酸素含有量を測定するための
直接的方法を規定する新規規格を策定

 規格概要：
 名称：EN 17351:2020 ：Bio-based products - Determination of the 

oxygen content using an elemental analyser

 策定機関：CEN / TC 411「バイオベース製品」(議長：NEN(オランダ))

 エネルギー用途の食品、飼料、バイオマス以外のバイオベース製品
に焦点を当てた欧州委員会のマンデート(M / 492)に基づき発行

 (参考)規格に規定されるバイオベースの製品：
 全体または一部がバイオマスに由来するボトル、断熱材、木材及び木
材製品、紙、溶剤、反応中間体、複合材料等の製品
 製品に含まれるバイオマス量を、そのバイオベースの含有量また
はバイオベースの炭素含有量によって特徴付け

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

006 aspx

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-006.aspx
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欧州 6-E21 耐久性と修
理性に関す
る水平基準

1月 ANECは、CEN-CENELEC / JTC 10によるエコデザイン関連規格である

EN 45552及びEN 45554の採用を歓迎
 CEN-CENELEC / JTC 10名称：

 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for 

Ecodesign(エコデザインのためのマテリアル効率の側面)

 規格名称：
 EN 45552：General method for the assessment of the durability of 

energy-related products

 EN 45554：General methods for the assessment of the ability to 

repair, reuse and upgrade energy-related products

 策定目的：
 エネルギー関連製品の材料効率の側面に対するエコデザイン要件の
導入及び製品固有の方法論と材料効率に関する将来の基準開発の
支援

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs
再掲

https://www.anec.eu/publications/newsletters
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欧州 6-E22 「マイクログ
リッドの配電
アプリケー
ションの参
照モデル」
に関する
CEN-

CENELEC
ワーク
ショップ

1月13日 「マイクログリッドの配電アプリケーションの参照モデル」に関するCEN-

CENELECワークショップを開催予定(2月17日@マドリッド スペイン)
 開催主体：

 WiseGRIDプロジェクト
 欧州委員会のHorizon 2020 –研究とイノベーションのためのフ
レームワークプログラムによって資金提供

 ワークショップ目的：
 中小規模の配電グリッド及びマイクログリッド向けの高度な配電管理
システム(DMS)の参照モデル、ユースケース及び機能を提供

 グリッドオペレーターが、分散型再生可能エネルギー資源の浸透率が
高いグリッドへの移行等の基本的な変更について管理可能な環境を
創出

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/workshops

/Pages/WS

-2020-

001 aspx

6-E23 ACI 

EUROPE
が初の航空
サステナビ
リティサミッ
トを開催

1月22日 ACI EuropeはEU2050気候中立性の目標達成に向けた初の航空サステ
ナビリティサミットを開催(@ブリュッセル)

 会議トピック：
 EU2050気候中立性の目標の達成に向け航空市場を脱炭素化する
必要性

 より持続可能な空港を実現する方法
 参加者：

 EU機関及び加盟国、EUROCONTROL、航空会社、エアバス、NGO、
自治体、空港関連の利害関係者が出席

 (参考)ACI Europe (Airports Council International Europe)概要：
 欧州の業界貿易協会であり、空港の管理と運営における専門的な卓
越性の促進を目的として設立

AITPORTWO

RLD

ACI EUROPE

http //www.

airport-

world.com/

news/gene

ral-

news/7497

-aci-

europe-

hosts-its-

first-

aviation-

sustainabili

ty-

summit ht

ml

https //ww

w aci-

europe.org/

about/profil

e.html

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/workshops/Pages/WS-2020-001.aspx
http://www.airport-world.com/news/general-news/7497-aci-europe-hosts-its-first-aviation-sustainability-summit.html
https://www.aci-europe.org/about/profile.html
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欧州 6-E24 CENと
CENELEC
のIndustry 

Advisory 

Forum(IAF)
は、1月22
日に会議を
開催

1月22日 CENとCENELECが産業諮問フォーラム(IAF)を開催、グリーンディール
政策と標準化の関係についても討議(1月22日@ブリュッセル)

 IAF概要：
 業界の標準化関連の優先事項を特定し、CENとCENELECがさらに
行動可能な推奨事項を提案

 欧州レベルでの「CENとCENELEC戦略2030」の定義に対する業界
インプットの提供にも従事

 討議内容：
 過去のプロジェクトにおける進捗状況を評価し、将来の重要な主要ト
ピックを決定

 欧州規格がどのように欧州グリーンディールに貢献可能か調査するこ
とについて討議

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

003 aspx

6-E25 環境に優し
い未来：ヨー
ロッパは
模範を示し、
先導する
ことが必要

1月23日 欧州経済社会委員会(EESC)の全体会議において、気候変動との闘いは
優先度の高いトピックとして、COP25と欧州グリーンディールに関する
議論を実施

 ESSC会長発言要旨：
 気候変動とSDG目標に関するパリ協定の目的達成は順調ではなく、

EU全員に壊滅的な影響を与える可能性があると主張
 2030アジェンダの実施は、今後10年間のEUの最優先事項であるな
ければならないと確信

 その他会議出席者・発言者：
 EESC持続可能な開発天文台(SDO)、環境、海洋、漁業のコミッショ
ナー、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)代表、イタリアの持続可能
な開発のための同盟(ASviS)代表、気候と環境変動に関する地中海
の専門家ネットワーク(MedECC)

欧州経済社会
委員会

https //ww

w eesc.eur

opa eu/en/

news-

media/pres

s-

releases/gr

een-future-

europe-

has-show-

way-and-

lead-

example

再掲

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-003.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/green-future-europe-has-show-way-and-lead-example


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2669

【情報収集結果】欧州におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(20/21)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(20/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E26 NEXTOWE

Rで提案さ
れたワーク
ショップ集光
型太陽光発
電による平
坦なセラミッ
ク試験片の
超高温加速
劣化

1月31日 CENは次世代高効率集光型太陽光発電(CSP)タワーシステム

(NEXTOWER)の為の高度な材料ソリューションに関するプロジェクトの
キックオフミーティングを開催予定であると発表
(3月4日 @アルメリア スペイン)

 プロジェクト概要：
 欧州委員会が資金を提供する4年間の研究プロジェクト
 次世代の集中型太陽光発電(CSP)の空中タワーシステム用の高性能
で耐久性のある材料を実証し、2020年以降のエネルギー市場におけ
る商業的な競争力向上が目的

 当ワークショップの最終成果物(CEN / CWA(CEN Workshop 

Agreement))は、8〜10か月にて採用予定

Comité 

Européen de 

Normalisation 

(CEN)

https //ww

w cen.eu/n

ews/works

hops/Page

s/WS-

2020-

002 aspx

6-E27 ANECは材
料効率に関
する新しい
CENELEC 

WGに参加

1月 ANECはCENELEC / TC 59X / WG23(Resource Efficiency)の最初の
会議に出席(2019年12月)

 会議概要：
 WGのタイトルを「家庭用及び類似の電気器具の材料効率(Material 

efficiency of household and similar electrical appliances)」に決定
 当初提案されていたタイトルに含まれていた"resource"を"material"に
置き換え

 今後の動き：
 標準化要求を発行(2020年3月)、採用予定(2020年6月)

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs
再掲

https://www.cen.eu/news/workshops/Pages/WS-2020-002.aspx
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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欧州 6-E28 EEPLIANT

3諮問委員
会会議

1月 ANECは、Energy Efficiency Compliant Products 3(EEPLIANT3)
諮問委員会の最初の会議に出席(12月12日)

 EEPLIANT3概要：
 2019年6月、製品のエネルギー効率に関する法律への準拠を確認す
るための汎EU市場監視措置として開始

 2023年5月まで活動予定であり、EUのHorizon 2020プログラムから
の資金を享受

 会議内容：
 EEPLIANT3の作業計画、諮問委員会メンバーによる要望、アクション
の目標を達成するための共同作業の方法について議論

 EEPLIANT3に参加している市場監視当局が、エアコン、換気ユニット、
回転式乾燥機、給湯器、ローカルスペースヒーター、照明のエネル
ギーラベリングとエネルギー効率を検査及び試験することで合意

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs
再掲

https://www.anec.eu/publications/newsletters
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米国 6-U1 より明るく
グリーンな
新年：調査
によるとより
多くの住宅
保有者が、
家庭用ソー
ラーパネル
を検討

1月6日 米国規格協会(ANSI)は、規格策定を通じ太陽エネルギーの活用促進に
貢献していることを紹介

 関連する規格：
 NSF/ANSI 457-2017, Sustainability Leadership Standard for 

Photovoltaic Modules

 市場におけるサステイナビリティリーダーシップを測るための製品
のサステイナビリティ性能基準と会社のパフォーマンス指標に関す
る規格

 公衆衛生分野の規格策定団体であるNSF Internationalが策定を
担当

 ANSI/ASHRAE 93-2003, Methods of Testing to Determine the 

Thermal Performance of Solar Collectors

 単相流体を使用し、内部にエネルギー貯蔵が出来ない太陽熱集
熱器性能に関する規格

 American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE) が策定を担当
 ANSI/IAPMO USHGC 1-2018 Uniform Solar, Hydronics and 

Geothermal Code

 建設業界向けの統一的な太陽エネルギー利用に関する規格
 International Association of Plumbing and Mechanical 

Officials (IAPMO) が策定を担当

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=c2

b85895-

8192-

412e-8f6a-

830025aa1

ca1

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=c2b85895-8192-412e-8f6a-830025aa1ca1
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米国 6-U2 民主党は、
2050年まで
に米国の
カーボン
ニュートラル
を実現する
ための法案
の概要を
提示

1月8日 米国下院民主党は、2050年に米国のカーボンニュートラルを実現する
ための法案(The CLEAN Future Act)概要を提示

 CLEAN Future Act概要：
 2050年までに発電や交通部門からのCO2排出量ゼロを実現
 建築業界など産業界における環境に配慮した素材を調達
 クリーンエネルギーのクレジットを取引する市場を創設

 今後の動向：
 トランプ政権及び共和党は気候変動対策に消極的だが、提案された
法案の部分的な法制化には応じる可能性

The Hill
https //theh

ill.com/poli

cy/energy-

environme

nt/477435-

dems-

outline-

sweeping-

legislation-

to-make-

us-carbon-

neutral-by-

2050

6-U3 米国農務省
は、新たな
エタノール
混合販売施
設へのイン
センティブプ
ログラムに
対し意見を
募集

1月17日 米国農務省(USDA)は、再生可能燃料の利用拡大のためHigher 

Blends Infrastructure Incentive Program (HBIIP) への情報提供依
頼(RFI)を発出

 背景：
 USDAは、2016-19年Biofuels Infrastructure Partnership (BIP) にお
いてE15、E85等のバイオ燃料普及を担当

 RFI概要：
 E15やB20もしくはそれ以上の混合割合のバイオ燃料利用促進のた
めの施設整備に関する情報を収集
 施設や製品、イノベーション、データ、学術研究など幅広い情報を、
投資家や施設運営者、建設業者、研究者などから募集

 情報はHBIIPにおける優先事項の決定や将来の政府の施策に活用

Green Car 

Congress

https //ww

w greencar

congress.c

om/2020/0

1/2020011

7-

ethanol.ht

ml

再掲

再掲

https://thehill.com/policy/energy-environment/477435-dems-outline-sweeping-legislation-to-make-us-carbon-neutral-by-2050
https://www.greencarcongress.com/2020/01/20200117-ethanol.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2673

【情報収集結果】米国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/6)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(24/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

米国 6-U4 ANSIは、
中国の
シェール
ガス規格代
表団を歓迎

1月21日 中国でシェールガスの規格策定を担当する中国国家エネルギー局(NEA)
のNEA/TC 26の代表団が米国規格協会(ANSI)を訪問し、米中における
シェールガスに関する最近の標準化動向などの情報を共有
(1月7日 @ワシントンDC)

 背景：
 米国貿易開発庁(USTDA)のファンディングによるU.S.-China 

Standards and Conformity Assessment Cooperation Programを通
じて、両国はこれまでも規格策定分野で協力

 2019年11月、中国で上記プログラムに基づき、シェールガス業界の
改革や開発を進める中国に対して、規格策定を促すワークショップを
開催

 NEA/TC 26概要：
 シェールガスに関する規定策定・調査のため、NEAが2013年に設立

 情報交換の内容：
 訪問団長で中国石油天然気のResearch Institute of Natural Gas 

Technologyのトップを務めるChang Honggang氏が挨拶
 ANSIが、米国における規格策定やANSI China Programについて発
表

 NEC/TC 26が、TCの歴史や中国におけるシェールガス採掘の現在、
将来の動向を発表

 NEC/TC 26が、ANSIのメンバーや認定標準化機関と技術的な点に
ついて協議

 NET/TC 26が、U.S.-China Standards and Conformity 

Assessment Cooperation Programに基づく規格策定ワークショップ
の重要性を強調

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=ac

35e85e-

1210-44fd-

b240-

082c2980ff

07

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=ac35e85e-1210-44fd-b240-082c2980ff07
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米国 6-U5 ANSIは、中
国自動車技
術研究セン
ターと覚書
を締結

1月22日 米国規格協会(ANSI)は、中国自動車技術センター(CATARC)と両機関の
協力深化のための覚書を締結した他、二か国間協議やレセプションを
実施

 覚書概要：
 両機関による定期的な幹部、実務者級の訪問、情報交換を行うことに
合意
 今後、スマートグリッドや電気自動車、インテリジェントコネクティド
ビークル(ICV)など新興自動車技術に関する標準化に関する技術
ワークショップの開催が可能

 2か国間協議概要：
 CATARCのAn Tiechengセンター長が、同期間の2020年以降の国
際協力ビジョンや優先事項を説明

 ANSIのTretler副会長が、電気自動車に関する標準化などANSIの活
動や2020年の新たな機会を説明

 両機関は、イノベーション、国際貿易、技術交換、利用者の安全促進
のための国際標準化の重要性を共有

 レセプション概要：
 Tretler副会長が、ハイレベルの交流を始めとする両国の標準化分野
における2019年の成果を強調
 ANSIと中国のカウンターパートとのハイレベル交流を実施
 U.S.-China Standards and Conformity Assessment 

Cooperation Program (SCACP) によるワークショップを開催
 ANSI in China Newsletterを発行

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=6

aa870df-

0ab4-

4d06-

b5e0-

2d39537a5

68d

再掲
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米国 6-U5 ANSIは、中
国自動車技
術研究セン
ターと覚書
を締結
（前頁続き）

1月22日 米国規格協会(ANSI)は、中国自動車技術センター(CATARC)と両機関の
協力深化のための覚書を締結した他、二か国間協議やレセプションを
実施

 両国より、下記官民機関の関係者が出席
 米国：ANSI関係者の他、UL、Dell、Emerson、HPなどの関係者が
参加

 中国：国家市場監督管理総局(SAMR)高官やChina 

Communications Standardization Association (CCSA) の関係
者らが参加

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=6

aa870df-

0ab4-

4d06-

b5e0-

2d39537a5

68d

6-U6 裁判所は、
米国製油所
のバイオ燃
料免除規定
を疑問視

1月29日 米国高等裁判所は、米国環境保護庁(EPA)が2017年に製油所に付与
したバイオ燃料混合の免除が無効であると判断

 背景：
 米国では、Renewable Fuel Standardに基づき、製油所が一定割合
のバイオ燃料を混合する必要

 財務状況など特定の条件を満たす製油所は、EPAにより混合を免除
 上記無効の判決は、同様のルールで現在バイオ燃料混合の免除がなされている
ことから、他の製油所への免除にも影響を与える可能性大

Reuters
https //ww

w reuters.c

om/article/

us-usa-

biofuels-

waivers/co

urt-

decision-

casts-

doubt-on-

dozens-of-

u-s-

refinery-

biofuel-

waivers-

idUSKBN1

ZR20S

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=6aa870df-0ab4-4d06-b5e0-2d39537a568d
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米国 6-U7 電池に関す
るUL 62133
規格群

1月30日 ULは電池に関する規格UL 62133-1:2020とUL 62133-2:2020を発行し
たほか、労働安全衛生庁(OSHA)が電池の安全規格UL 2054を国家
認証規格に追加

 各規格の概要：
 UL 62133-1:2020：ニッケル電池の利用に関する規格
 UL 62133-2:2020：リチウムイオン電池の利用に関する規格

 UL 62133-2:2020は、IEC 62133-2:2017(AAMI ES 60601-

1:2005+A1:2012の参照先)との整合化が完了
 UL 2054：電池の安全に関する規格

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https //ww

w ul.com/n

ews/ul-

62133-

family-

standards-

batteries

6-U8 GMは、カリ
フォルニア
CO2排出量
規制への反
対は、電気
自動車への
早期シフト
のためであ
ると表明

1月30日 GMのMark Reuss社長は、同社は米国カリフォルニア州の燃費やゼロエ
ミッション車販売義務に関する規制への反対表明は、電気自動車(EV)へ
のシフトに向け資源を集中させるためであると主張

 発言の背景：
 カリフォルニア州は、燃費規制やゼロエミッション車販売義務に関する
規制を策定

 トランプ政権は、カリフォルニア州の独自規制を阻止することを表明し、
GMは支持を表明
 GMとしては、他社と比較しEV販売台数が限られていることから、
カリフォルニア州のゼロエミッション車販売義務に適合するために
は、ガソリン車の改良が必要

electrek
https //elect

rek.co/202

0/01/30/gm

-says-

opposition-

to-

california-

emissions-

rules-has-

a-goal-a-

faster-shift-

to-evs/

再掲

再掲

https://www.ul.com/news/ul-62133-family-standards-batteries
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中国 6-C1 「産業用電
気加熱装置
の省エネモ
ニタリング
方法」と「蒸
気加熱装置
の省エネ
モニタリング
方法」の2つ
の国家規格
のレビュー
が完了

1月2日 国家標準化技術委員会である省エネ分析・評価小委員会(SAC / TC20 / 

SC11)が、省エネモニタリングに関する2件の改訂国家規格のレビューを
完了(12月29日@北京、中国)

 レビュー対象規格：
 GB / T 15911「産業用電気加熱装置の省エネモニタリング方法」
 GB / T 15914「蒸気加熱装置の省エネモニタリング方法」

 改訂の目的：
 中国の産業用電気加熱装置と蒸気加熱装置のエネルギー利用効率
と単位消費電力は国際水準と比べて劣っているため、エネルギー利
用効率を向上させ、大幅な省エネと排出削減を実現

 参加者：
 省エネ分析評価小委員会のメンバー及び規格ドラフト作成グループ

中国標準化研
究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200102

49213.html

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200102_49213.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(2/7)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(29/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

中国 6-C2 国家規格
「フラットパ
ネルテレビ
およびセット
トップボック
スのエネル
ギー効率許
容値および
エネルギー
効率評価(ド
ラフト)」に対
する意見
募集

1月4日 国家(GB)規格「薄型テレビおよびセットトップボックスのエネルギー効率
許容値およびエネルギー効率等級(ドラフト)」に対する意見募集
(2月2日まで)

 意見募集対象の規格概要：
 GB 24850-2013「薄型テレビのエネルギー効率許容値およびエネル
ギー効率等級」および、GB 25957-2010「セットトップボックスのエネ
ルギー効率許容値およびエネルギー効率等級」の改訂規格

国家標準化
管理委員会
(SAC)

http //www.

sac.gov.cn/

gzfw/zqyj/2

02001/t202

00109 343

935 htm

6-C3 中国がNEV
バッテリー
リサイクル
規制を開始

1月6日 中国工業情報化部は、使用済み新エネルギー車(NEV)電源バッテリーの
リサイクルに関する新たな規制を発表

 規制内容：
 主要なバッテリーメタルの新たな回収率について規定

 ニッケル、コバルト、マンガンの回収率は98％以上、リチウムの回
収率は85％以上として規定

argus
https //ww

w argusme

dia com/en

/news/2045

403-china-

launches-

nev-

battery-

recycling-

regulations 

再掲

再掲

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/202001/t20200109_343935.htm
https://www.argusmedia.com/en/news/2045403-china-launches-nev-battery-recycling-regulations
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(3/7)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(30/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

中国 6-C4 国家省エネ
標準化実証
プロジェクト
の中間評価
会議が北京
で開催

1月8日 国家省エネ標準化実証プロジェクトの中間評価会議が開催

(1月3日 @北京、中国)
 協議内容：

 CNIS Chen Haihong研究員が、プロジェクトの中間評価と評価計画
案について報告し、参加者が評価手順と評価スコアシートについて議
論

 国家市場監督管理総局Wang Junwei標準・技術管理部長がフォ
ローアップ活動について説明

 参加者：
 関連する専門家やプロジェクト担当者30人以上

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200108

49232.html

6-C5 「省エネと
サーキュ
ラーエコノ
ミーの標準
化パイロット
に関する研
究」を含む3
つの標準技
術管理プロ
ジェクトの専
門家評価が
完了

1月9日 「省エネとサーキュラーエコノミーの標準化パイロットに関する研究」、
「グリーン製品評価標準システムに関する研究」、「エコ文明構築における
主要規格の開発と主要規格の研究」の専門家評価会議が開催
(1月7日 @北京、中国)

 協議内容：
 下記内容に関して参加専門家が同意：

 「省エネとサーキュラーエコノミーの標準化パイロットに関する研
究」について、主要のパイロット結果の評価が完了

 「グリーン製品評価基準システムに関する研究」について、グリー
ン製品基準システムをさらに改善し、「グリーン製品基準、認証、お
よびラベリングシステムの確立に関する国務院総局の意見」に
従って、グリーン製品評価基準を作成

 「エコ文明構築における主要規格の開発と主要規格の研究」につ
いて、各地のエコ文明構築に関する標準化のパイロット、標準開発
を推進

 参加者：
 国家市場監督管理総局の標準技術管理部門長、専門家等

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200109

49234.html

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200108_49232.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200109_49234.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(4/7)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(31/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

中国 6-C6 団体規格
「博物館の
エネルギー
管理システ
ム構築およ
び実装ガイ
ド」の発表会
が北京で
開催

1月16日 業界団体規格「博物館のエネルギー管理システム構築および実装ガイド」

(T / CECA-G 0024-2019)の発表会を開催(@北京、中国)
 規格概要：

 国立博物館が主導し、中国標準化研究院が起草、中国省エネルギー
協会が管理を実施

 博物館がエネルギー管理システムを確立および実装するための体系
的な方法を紹介しており、最新のISO 50001にも準拠

 発表会参加者：
 中国標準化研究院、規格ドラフト作成グループ、博物館の省エネス
タッフ等約50人

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200116

49262.html

6-C7 全国エネル
ギー管理標
準化委員会
の第二期技
術委員会が
発足

1月2日 全国エネルギー管理標準化委員会第二期省エネ技術・情報小委員会
(SAC / TC20 / SC8)のキックオフ会議が開催(12月29日@北京、中国)

 協議内容：
 国家市場監督管理総局Wang Junwei標準・技術管理部長が小委員
会の構成に関する国家標準委員会の発表について報告

 小委員会のLiang Xiuying委員が小委員会の活動や、今後の活動計
画、2020年のスケジュールと主要なタスクについて説明

 小委員会概要：
 2008年8月に設立され、省エネ技術と機器、省エネの算出方法、省エ
ネ情報、省エネマーク、省エネ情報の特定や評価、デリバリーモデル
やプラットフォームなどの分野における国家標準の開発と改訂を担当

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200102

49210.html

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200116_49262.html
https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200102_49210.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(5/7)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(32/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

中国 6-C8 7月に発行
された新た
なエアコン
のエネル
ギー効率
規格

1月7日 中国標準化研究院(CNIS)と青島ハイアール空調資源環境研究所が
「エアコンの新たなエネルギー効率規格とハイアールエアコンの高効率エ
コロジカルプラットフォームキックオフセレモニー」を開催(1月4日)

 イベント概要：
 CNISのリサーチャーCheng Jianhong氏が強制規格GB 21455-

2019「ルームエアコンの制限値とエネルギー効率評価」について紹介
 Haier Air Industry Wang Li社長が、新たなエネルギー効率規格に対
応したハイアールのエアコンを紹介

 ハイアールが「エネルギー高効率のエコロジカルプラットフォーム」を
関係する研究所と共同で設立し、参加者が「IoT時代におけるエネル
ギー高効率のエアコンの利用」について議論

 参加者：
 ハイアール、一汽解放、ワールドホテルアライアンス等の企業及び人
民日報、中国規格マガジンなどの40以上のメディア

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200108

49233.html

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200108_49233.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(6/7)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(33/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

中国 6-C9 中国省エネ
協会公共機
関の省エネ
専門委員会
の総会が
北京で開催

1月10日 中国省エネ協会公共機関の省エネ専門委員会の総会が開催

(1月8日 @北京、中国)
 協議概要：

 国家開発改革委員会環境資源局Wang Shancheng検査官が、ス
ピーチにおいて、公共機関のエネルギー消費割当の標準化を強化す
ることによる公共機関の省エネ管理促進を提案

 Gu Jiandong中国国立博物館副館長が新たに発行された中国エネル
ギー保全協会グループ規格「博物館エネルギー管理システム構築と
実装ガイド」について説明

 Guangdong Youhua Wulian Intelligent Control が山東省淄博市の
公共機関向け契約エネルギー管理プロジェクトのパイロットの実施内
容を共有

 参加者：
 中国エネルギー保全協会等の専門家や企業から50人以上

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200110

49237.html

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200110_49237.html
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【情報収集結果】中国におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向(7/7)

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(34/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

中国 6-C10 全国グリー
ン製品評価
標準化総括
グループの
第3回全体
会議と2019
年次総会が
北京で開催

1月17日 全国グリーン製品評価標準化総括グループの第3回全体会議及び2019
年次総会が開催(1月14日@北京、中国)

 会議内容：
 Linグループ長が、2019年の総括グループのグリーン製品評価標準
化の活動概要と2020年の活動案を報告し、総括グループ事務局が策
定した「グリーン製品規格の策定ガイド」を紹介

 湖州市市場監督総局Yang Weiチーフエンジニアが、湖州におけるグ
リーン製品認証パイロットと規格の実装について紹介

 参加者がグループの活動内容、結果、活動案について議論し、湖州
のグリーン製品認証パイロットに対して意見と提案を実施

 参加者：
 国家市場監督総局運輸エネルギー資源環境部、標準技術部、食品消
費財部、機器材料部、国家標準評価センター等から50人以上

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202001/t

20200117

49267.html

再掲

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202001/t20200117_49267.html
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【情報収集結果】国際におけるエネルギーマネジメント分野の標準化動向

エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(35/35)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O1 産業は二酸
化炭素排出
量を削減で
きますか？

1月23日 IECは、産業の二酸化炭素排出量削減・エネルギーマネジメントに寄与
する標準化作業を行う技術委員会について紹介

 再生可能エネルギーシステム関連技術委員会(TC)：
 IEC TC 2: Rotating machinery

 IEC 60034 Rotating electrical machinesを策定
 IEC TC 4: Hydraulic turbines

 IEC TC 5: Steam turbines

 IEC TC 82: Solar photovoltaic energy systems

 IEC TC 88: Wind energy generation systems

 IEC TC 114: Marine energy – Wave, tidal and other water 

current converters

 IEC TC 117: Solar thermal electric plants

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/can-

industry-

reduce-its-

carbon-

footprint/

6-O2 2020年エネ
ルギーマネ
ジメントリー
ダーシップ
コンテストが
開催！

1月8日 EMWGは、Energy Management Leadership Awardsプログラムを
開催

 プログラム概要：
 ISO 50001 エネルギーマネジメントシステム取得事業者から、活用事
例を募集

 優秀事業者に対し、CEM 2020 エネルギーマネジメント優秀賞を授与
 今後の予定：

 応募事業者は、エントリーシートを提出(～2月11日)

Clean Energy 

Ministerial 

(CEM) 

http //www.

cleanenerg

yministerial

org/news-

clean-

energy-

ministerial/

2020-

energy-

manageme

nt-

leadership-

competition

-open

https://blog.iec.ch/2020/01/can-industry-reduce-its-carbon-footprint/
http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/2020-energy-management-leadership-competition-open
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【情報収集結果】欧州における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(1/6)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(1/15)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

欧州 7-E1 ハイテク企
業は、違法
コンテンツに
対する責任
を負わない
ようEUに
主張

1月7日 ビッグテック企業は、欧州委員会に対しプラットフォーム上の全てのコンテ
ンツに対して企業に法的責任を負わせないよう要求

 要求概要：
 グーグル、フェイスブック、ツイッターなどを代表するロビイストは、欧
州委員会がデジタルサービス法を策定し、テクノロジー部門の規則を
制定するにあたり、欧州委員会に書簡を送付

 書簡にて、企業がプラットフォーム上のすべてのコンテンツに対して責
任を負うことは、違法なコンテンツを自発的に発見しようとした企業の
罰則へもつながると警告

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/8e33

59a2-308f-

11ea-

a329-

0bcf87a32

8f2

英国 7-E2 Facebookと
eBayは、英
国からの警
告の後、偽
レビューを
取引する
ユーザーを
禁止

1月8日 フェイスブックとeBayがEコマースの偽レビュー売買防止の対応強化に
向け合意
 FacebookとeBayは、英国の競争・市場庁(CMA)と誤解を招くレビューの発見と
ブロックの改善に合意

 これまでの対応策：
 英国の反トラスト規制当局による6月に懸念を受け、Facebookは偽レ
ビューの販売に関与していた188のグループと24人のユーザーを排
除

 また、eBayは偽レビューの販売に関与していた140人のユーザーを
永久に追放

CNBC
https //ww

w cnbc.co

m/2020/01/

08/faceboo

k-ebay-

ban-users-

trading-

fake-

reviews-

after-uk-

cma-

warnings ht

ml

再掲

https://www.ft.com/content/8e3359a2-308f-11ea-a329-0bcf87a328f2
https://www.cnbc.com/2020/01/08/facebook-ebay-ban-users-trading-fake-reviews-after-uk-cma-warnings.html
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【情報収集結果】欧州における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(2/6)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(2/15)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

欧州 7-E3 デジタル
サービス税：
その状況

1月14日 Ecommerce Europeは欧州におけるデジタルサービス税の導入状況、
各国の取り組みを紹介すると共に、意見を表明
 フランス、スペイン、英国、イタリア、オーストリアは、大手ハイテク企業を対象とし
てデジタルサービス税を導入

 各国におけるデジタルサービス税概要：
 フランス：2019年7月に3％のデジタル税を導入した最初の国。フラン
スで最低2,500万ユーロ、世界で最低7億5,000万ユーロの収益を持
つハイテク企業に適用

 スペイン：2019年1月18日、政府がデジタルサービス税の法案を承認。
デジタル広告やデジタルインターフェースを介し収集されたデータの送
信等に対し3％のデジタル税を提案

 英国：インターネット検索エンジン、ソーシャルメディアプラットフォーム、
オンライン市場を提供する企業の収益に対し2％の課税。2020年4月
からの適用が目標

 イタリア：12月23日週に、世界で7億5,000万ユーロ以上の売上高の
企業収益に対し3％のデジタル税を可決

 オーストリア：2020年1月1日からデジタル広告に課税する法律を可決。
税率はサービスプロバイダーが提供する広告サービスの売上高の
5％

 意見内容：
 eコマースヨーロッパは、多国間でグローバル解決策のみが急速なデ
ジタル化経済から生じる課税の課題を解決し、二重課税や国際貿易
の歪み、さらには非EU諸国からの報復のリスクを減らすことが可能で
あると主張

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

digital-

services-

tax-state-

of-play/

再掲

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/the-digital-services-tax-state-of-play/
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電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(3/15)
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欧州 7-E4 欧州委員会、
循環型経済
行動計画に
関するロー
ドマップを
公開

1月14日 欧州委員会は主要な立法及び非立法イニシアチブのタイムラインを伴う、
欧州グリーンディールに関する政策文書を発表(12月11日)
 欧州委員会は2020年3月にEU産業戦略と循環型経済行動計画の両方を採用予
定であり、行動計画に関する政策文書の発表に先立ち、問題と今後の政策文書
の目的を概説したロードマップを発表

 ロードマップ概要：
 循環経済行動計画が循環経済への移行を加速を目的としていること
を説明。循環経済行動計画に取り入れられる内容について記載

 フィードバックを募集中(2019年12月23日～2020年1月20日)

 Ecommerce Europeの対応：
 Ecommerce Europeは加盟メンバーと共に、「持続可能性」を新たな
重点分野とすることを決定

 2020年2月、新規の「持続可能性ワーキンググループ」が最初の会議
を開催予定。新しいワーキンググループの導入により、小売産業を持
続可能で循環的なものとするように取り組む予定

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/europ

ean-

commissio

n-

publishes-

roadmap-

on-circular-

economy-

action-

plan/

再掲

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/european-commission-publishes-roadmap-on-circular-economy-action-plan/
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欧州 7-E5 消費者保護
協力規則を
適用

1月28日 Ecommerce Europeは、広告キャンペーン等による個人侵害防止に
向けた消費者保護協力規則(2017/2394)が適用されたことを発表
(1月17日)

 新規規則概要：
 本規則は2018年1月16日施行、2020年1月17日より適用
 2006年の古い消費者保護協力(CPC)規則に置き換わるものとして策
定

 策定目的：
 広範囲にわたる侵害を調査及び対処するためのより強力な調整メカ
ニズムを確保し、誤解を招く広告キャンペーン等による侵害への協力
を実施することにより、既存のフレームワークを更に改善

 欧州にて消費者を保護すると共に、消費者規制の公共施行のレベル
を向上

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/consu

mer-

protection-

cooperatio

n-

regulation-

entered-

into-

application/

欧州/フ
ランス

7-E6 ARMOと
FEVADは
ヨーロッパ
の主要な
政策立案者
と会合

1月28日 ルーマニアの電子商取引協会(ARMO)とフランスの電子商取引協会
(FEVAD)が欧州の政策立案者と会合(1月21日～22日@ブリュッセル)

 ARMOの会合概要：
 欧州議会の8人、電気通信、プラットフォーム、知的財産、国内市場、
技術的調和などを担当するルーマニアのEU常駐代表を含む、合計
12人の政策立案者が出席し会談

 FEVADの会合概要：
 消費者法、AI及びデジタルサービス法等の問題に取り組む Internal 

Market and Consumer Protection (IMCO) 委員会の副議長と面会
 EUに常駐するフランス代表を訪問し、eコマースの問題、デジタル
サービス法、ePrivacyなど、これらの問題に取り組んでいるフランス代
表者と多くの問題について討議

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/armo-

and-fevad-

meet-with-

key-

european-

policymake

rs/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/consumer-protection-cooperation-regulation-entered-into-application/
https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/armo-and-fevad-meet-with-key-european-policymakers/
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欧州 7-E7 オンライン
ショッピン
グ：欧州委
員会と消費
者保護当局
はトレー
ダーに対し、
EUの法律
に沿った情
報ポリシー
を導入する
よう推奨

1月31日 欧州委員会は、EU全域の衣料品、履物、家具、家庭用品、電化製品を
販売する約500のeショップの審査(sweep)の結果を公開
 審査結果では、スクリーニングされたウェブサイトの3分の2が基本的なEU消費
者の権利を遵守していないことが判明

 今後の動き：
 各国当局は不正の詳細な調査を実施し、トレーダーに対しウェブサイ
トの修正を要求

 消費者保護当局は必要に応じ国内における執行手続きを有効にし、
トレーダーによる完全なコンプライアンスを確保

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/I

P 20 156

ドイツ 7-E8 ニュルブル
クリンクでの
NEXUS eコ
マースフェア
のすべての
ハイライト

1月24日 Händlerbundは、国際電子商取引フェア「NEXUS 2020」開催を発表
(2月29日@ニュルブルクリンク)

 イベント内容：
 下記4つのテーマに関し60以上の講演を開催

 オンラインマーケティング
 物流と国際化
 マーケットと支払い
 ショップシステムとツール

 出席者：
 Ebay、Google、小売業者の弁護士協会からの参加者を含め、世界
中から多くの専門家が出席予定

Händlerbund 
https //ww

w haendler

bund.de/de

/news/pres

se/3234-

nexus-

highlights

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_156
https://www.haendlerbund.de/de/news/presse/3234-nexus-highlights
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欧州 7-E9 Ecommerc

e Europe 
は、ニュー
ヨークの
FIRA及び
NRF2020で
EU部門の
関心を表明

1月28日 Ecommerce Europeは全米小売業連合会(NRF)のビッグショーコンファ
レンス及び国際小売協会連盟(FIRA)の年次会議に参加
(1月11日～14日@ニューヨーク)

 NRFビックショー概要：
 世界最大の小売カンファレンス及び博覧会
 世界100か国から約40.000人の参加者が出席
 小売業の未来と、テクノロジーが業界の変革にどのように役立つかに
着目したショーを開催

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/ecom

merce-

europe-

represente

d-the-

interest-of-

the-eu-

sector-at-

the-fira-

and-

nrf2020-in-

new-york/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/ecommerce-europe-represented-the-interest-of-the-eu-sector-at-the-fira-and-nrf2020-in-new-york/
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米国 7-U1 NISTは、
プライバ
シーフレー
ムワークの
バージョン
1.0を発行

1月16日 米国国立標準技術研究所(NIST)はプライバシーに関するフレームワーク
を発表
 個人情報を活用した製品やサービスの活用と個人情報の保護の両立を図るため、

NISTは、NIST Privacy Framework: A Tool for Improving Privacy through 

Enterprise Risk Managementを発表
 フレームワークの概要：

 製品やサービスに起因するプライバシーリスクの管理、California 

Consumer Privacy Act (CCPA) 、EU一般データ保護規則 (GDPR) 
などの規制順守のための自主的なツールとして開発

 個人情報の活用と保護の改善を目指す団体向けにプライバシー保護
の戦略を提示

 更に、プライバシーリスクマネジメントの概念の分類やNISTの
Cybersecurity Frameworkとの関係も提示

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

(NIST)

https //ww

w nist.gov/

news-

events/new

s/2020/01/

nist-

releases-

version-10-

privacy-

framework

再掲

https://www.nist.gov/news-events/news/2020/01/nist-releases-version-10-privacy-framework
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中国 7-C1 中国当局、
インターネッ
ト大手も標
的に－独占
禁止法の見
直しで

1月7日 独占禁止法改定案における規制対象としてインターネット業界が初めて
言及され、現行改正案についての意見を募集中
 国家市場監督管理総局が発表した独禁法改正案において、インターネット企業に
よるオンラインセクターや事業規模、製品・サービスをコントロールする能力への
影響を監視する責任を監督当局に与える文言も追加

Bloomberg
https //ww

w bloombe

rg.co.jp/ne

ws/articles/

2020-01-

07/Q3PTF

CT0G1KZ0

1

7-C2 「マルチ
パーティセ
キュアコン
ピューティン
グの金融へ
の適用に関
する技術
仕様」を含
む3つの金
融業界規格
に対する
意見募集の
お知らせ

1月8日 「マルチパーティセキュアコンピューティングの金融への適用に関する
技術仕様」、「バーコード支払いのセキュリティ技術仕様」、「バーコード
支払い受付端末の技術仕様」の3つの業界規格ドラフトに対する意見を
募集(2月14日まで)

全国金融標準
化技術委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29444/297

5816/index

html

再掲

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-01-07/Q3PTFCT0G1KZ01
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929444/2975816/index.html
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中国 7-C3 中国電子
技術標準化
研究院とア
リババが
戦略的協力
活動計画
会議を開催

1月8日 中国電子技術標準化研究院とアリババが戦略的協力活動計画会議を
開催(1月3日@杭州、中国)

 目的：
 戦略的協力協定署名後3年間に達成された結果を振り返り、次の戦
略的協力活動計画を策定

 協議内容：
 両者がクラウドコンピューティング、IoT、データセキュリティ、重要なイ
ンフラストラクチャ保護の分野での協力の成果を確認し、個人情報保
護、越境データフロー、アライアンス規格の推進と適用などの標準化
のホットトピックについて議論

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5985 h

tml

7-C4 国家開発改
革委員会が
「プラスチッ
ク汚染管理
のさらなる
強化に関す
る意見」に
ついて記者
の質問に
回答

1月20日 国家開発改革委員会と生態環境部が「プラスチック汚染管理のさらなる
強化に関する意見」を発表

 目的：
 習近平政権の生態文明の建設を推進し、質の高い発展し続けるため
にプラスチック汚染の管理を促進

 概要：
 2020年までに、一部の地域において主導的に一部のプラスチック製
品の生産、販売、使用の禁止と制限を実施

 2022年までに、プラスチック汚染分野やEコマース、テイクアウト等の
分野において使い捨てプラスチック製品の消費を大幅に削減、代替製
品を促進し、プラスチック廃棄物資源利用の割合を大幅に増加させ、
再現可能でスケーラブルなプラスチック削減とグリーン物流モデルを
構築

 2025年までに基本的なプラスチック製品の生産、流通、消費、リサイ
クル、および廃棄の管理システムを確立

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/gnbzh/gn

dt/202001/t

20200120

49280.html

再掲

再掲

http://www.cesi.cn/202001/5985.html
https://www.cnis.ac.cn/gnbzh/gndt/202001/t20200120_49280.html
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中国 7-C5 中国がホテ
ルのオンラ
インサービ
スの品質を
評価する新
たな基準を
発表

1月23日 中国初のホテルオンラインサービスの品質評価と分類に関する新たな
基準を発表
 中国では、オンライン旅行代理店(OTA)に影響する基準はすでに存在するものの、
ホテルのオンラインサービスの品質評価基準は初

 新基準の概要：
 Meituan(美团：ホテル予約含むEコマースプラットフォーム)及び複数
の研究センターが共同で作成し、中国インターネット協会(ISC)が承認

 基本的なホテル情報、サービス品質、運用効率、ビジネスの整合性、
個人情報のセキュリティ、企業の規制、消費者の評価など、7つの主
要な指標についてシステムを使用して評価

Hotel New 

Resource

https //ww

w hotelnew

sresource.

com/article

108921 ht

ml

7-C6 全国の市場
監督管理部
門が迅速に
対応－野生
動物市場の
監督強化

1月27日 国家市場監督管理総局、農業農村部、林業草原局が「野生動物市場の
監督強化と伝染病予防制御に関する緊急通知」を発行し、全国の市場、
スーパー、レストラン、Eコマースプラットフォームの監督と検査を実施
 山東省で1,084の市場、9,807の事業、1,205のスーパー、2,885のテイクアウト店
舗、71のEコマースプラットフォームを検査し、109の養鶏場を閉鎖(1月25日)

 市場監督管理総局、農業農村部、林業草原局が「野生生物取引禁止に関する発
表」を共同で発行(1月26日)

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //www.

samr gov.c

n/xw/zj/202

001/t20200

127 31074

7.html

https://www.hotelnewsresource.com/article108921.html
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202001/t20200127_310747.html
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【情報収集結果】中国における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(4/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(11/15)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

中国 7-C7 国家統合
オンライン
政府サービ
スプラット
フォームが
電子証明書
標準化のた
めのトレー
ニングセッ
ションを
開催

1月21日 国家統合オンライン政府サービスプラットフォームが電子証明書標準化の
ためのトレーニングセッションを開催(1月10日)

 背景：
 昨年1月1日に、国家電子文書管理における電子証明書に関する6つ
の国家標準が施行され、ビジネスライセンスや社会的組織の登録証
明書等多くの電子証明書が標準化

 セッション内容：
 国営電子政府事務所のLi Hengxun氏が、統合プラットフォームの背
景を紹介し、電子ライセンスの標準化が政府サービスの向上につな
がったことを指摘

 講師と参加者がライセンスの標準化の意味や、ライセンスの標準化の
現状、省庁と委員会が標準化作業の実施方法、標準の主な内容と要
件について議論

 参加者：
 科学技術部、産業情報化部、財政部、農業農村部、文化観光部、体
育総局、エネルギー局、林業草原局、医療保険局、銀行保険規制委
員会、証券規制委員会の技術部等から50人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5999 h

tml再掲

http://www.cesi.cn/202001/5999.html
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(1/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(12/15)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

インド
ネシア

7-A1 Eコマースに
関するインド
ネシアの法
律：明確な
ガイドライン
で2021年
11月までに
遵守

1月3日 インドネシアがEコマース業界に法的指針を取り入れるため政府規則(GR 

80、2019)を導入(2019年11月)
 政府規則概要：

 Eコマース業界に対するビジネスライセンスの取得、法税報告、消費
者の保護と権利について規定

 Eコマース活動に従事する企業を対象としており、2021年11月までに
新しい規定に対する遵守が必要

ASEAN 

Briefing

https //ww

w aseanbri

efing com/

news/2020/

01/03/indo

nesias-law-

on-e-

commerce-

clear-

guidelines-

and-

compliance

-by-

november-

2021.html

7-A2 インドネシア
は統一QR
コードを義
務付け、
Eウォレット
に固定手数
料を設定

1月8日 インドネシア中央銀行は決済用QRコードにおいて統一規格「QRコード・
インドネシア・スタンダード(QRIS)」を使用することを義務付け
 QRISについては、昨年4月より議論が開始され、今年1月に導入開始を決定
 昨年8月、QRISの加盟店が決済会社に支払う手数料を0.7％に設定(教育関連を

0.6％、ガソリンなどを0.4％、寄付や社会的支援は無料)

Tech in Asia
https //ww

w techinasi

a.com/indo

nesia-

imposes-

standard-

qr-code-

fixed-fees-

wallets

再掲

https://www.aseanbriefing.com/news/2020/01/03/indonesias-law-on-e-commerce-clear-guidelines-and-compliance-by-november-2021.html
https://www.techinasia.com/indonesia-imposes-standard-qr-code-fixed-fees-wallets
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(2/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(13/15)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

タイ 7-A3 タイのデー
タ保護法の
準備が整う

1月16日 タイの個人データ保護法(PDPA)が5月に施行予定
 同法は、EUの一般データ保護規則(GDPR)に基づいており、GDPRと同様、タイ
国民および居住者の個人データを収集する国外のあらゆる組織にも適用

 タイのデジタル経済社会省は、企業間の新しい法律に対する認識向上のための
アウトリーチ活動を実施しており、データ保護のベストプラクティスに関するガイド
ブックも準備中

Computer 

Weekly.com

https //ww

w compute

rweekly.co

m/news/25

2476842/T

hailand-

gets-ready-

for-data-

protection-

law

7-A4 ETDAは、
デジタルID
法案とデジ
タルIDサン
ドボックス法
案に関する
意見聴取会
を開催

1月16日 タイ電子取引開発機構(ETDA)が、「デジタルIDおよび検証システムの監
督管理に関する勅令」及び「デジタルIDサンドボックスイノベーションテスト
プロジェクト参加ガイドライン」のドラフトに関する意見聴取会を開催
(1月16日)

 聴取会への招待機関：
 規制当局および金融機関、電気通信企業、タイ銀行(BOT)、証券取引
委員会(SEC)、放送委員会、テレビ事業者、全国電気通信委員会
(NBTC)、保険委員会(OIC)、反マネーロンダリング局(OIC)、個人
データ保護委員会等

 法案に対する意見はオンラインでも募集(1月10日-5日)

タイ電子取引
開発機構
(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/p

ublic-

hearing-

for-digital-

id-

decree.htm

l

再掲

再掲

https://www.computerweekly.com/news/252476842/Thailand-gets-ready-for-data-protection-law
https://www.etda.or.th/content/public-hearing-for-digital-id-decree.html
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(3/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(14/15)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

シンガ
ポール

7-A5 世界最大の
ビジネス組
織がシンガ
ポール政府
や主要な業
界のパート
ナーとの取
組みに参加
しグローバ
ルなデジタ
ル化を推進

1月22日 国際商業会議所(ICC)、シンガポール政府、主要産業の大手企業が、貿
易とビジネスにおけるデジタルテクノロジーを促進するための協力協定に
署名

 協力内容：
 パブリックブロックチェーンにおけるデジタル貿易文書の交換を促進す
ることを目的としたフレームワークTradeTrustの開発において協力

 TradeTrustの開発は、情報通信メディア開発庁(IMDA)とシンガポー
ル海事港湾庁(MPA)が主導し、パートナー機関であるEnterprise 

Singaporeがサポート
 参加企業：

 APRIL、DBS、丸紅、マスターカード、三菱商事、三井物産、みずほ銀
行、三菱UFJ銀行、Noble、NTTデータ、PSA International、損保ジャ
パン日本興亜、スタンダードチャータード、住友商事、三井住友銀行、
東京海上、Trafigura

情報通信
メディア開発庁
(IMDA)

https //ww

w imda.gov

sg/news-

and-

events/Me

dia-

Room/Medi

a-

Releases/2

020/Worlds

-Largest-

Business-

Organisatio

n-Joins-

Singapore-

Governme

nt-and-

Major-

Industry-

Partners-

to-Drive-

Global-

Digitalisati

on

インド
ネシア

7-A6 インドネシア、
デジタル
経済の好況
の中におい
て新たな法
律でデータ
保護を強化

1月28日 インドネシア政府は同意のない個人データの他者への提供を禁止する
「データ保護法案」を提出

 保護対象となるデータ：
 名前、性別、国籍、宗教、医療記録、生体認証、性的指向など

 違反への対応：
 最高7年の懲役または700億ルピア(530万ドル)の罰金を規定

 関連ステークホルダの反応：
 インドネシアEコマース協会(IDEA)のIgnatius Untung議長はデータ保
護が消費者に交渉力を与えると法案を歓迎

Reuters
https //ww

w reuters.c

om/article/

us-

indonesia-

data/indon

esia-to-

step-up-

data-

protection-

with-new-

bill-amid-

booming-

digital-

economy-

idUSKBN1

ZR1NL

再掲

再掲

https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/Worlds-Largest-Business-Organisation-Joins-Singapore-Government-and-Major-Industry-Partners-to-Drive-Global-Digitalisation
https://www.reuters.com/article/us-indonesia-data/indonesia-to-step-up-data-protection-with-new-bill-amid-booming-digital-economy-idUSKBN1ZR1NL
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(4/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(15/15)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

タイ 7-A7 マルチクラ
ウドとPDPA
によるサイ
バーセキュ
リティの
更新

1月22日 タイ電子取引開発機構(ETDA)がFortinetとSymantecと共同で「マルチ
クラウドと個人情報保護法(PDPA)によるサイバーセキュリティ」をテーマ
にフォーラムを開催(1月21日)

 トピック：
 ITインフラのセキュリティシステムの設計と実装のガイドラインの策定
 2020年5月27日に施行される「個人情報保護法B.E. 2562」への対応

タイ電子取引
開発機構
(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/i

nformation-

security-

knowledge

-sharing-

series-4-

63.html

再掲

https://www.etda.or.th/content/information-security-knowledge-sharing-series-4-63.html
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テーマ別情報一覧

1月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(1/13)

共通分野関連記事詳細(1/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州/
米国

8-E1 厳しいAI規
制を避ける
よう、ホワイ
トハウスは
EUに要求

1月7日 米国政府は、欧州議員に対しAI技術の将来の展開において、厳しい規制
の枠組みを回避するよう要求

 背景：
 ホワイトハウスは、民間部門におけるAI技術の過剰規制を回避するこ
とを目的とした一連の規制に関する原則を提案し、その声明中で欧州
の政策についても言及

 声明内容(抜粋)：
 リスク評価と費用便益分析が実施されるまでAI規制を追求すべきで
はないと述べ、政府は欧州が同様のアプローチを採用するよう要求

 欧州が米国のAI原則をフレームワークとして使用することを奨励

EURACTIV
https //ww

w euractiv.

com/sectio

n/digital/ne

ws/avoid-

heavy-ai-

regulation-

white-

house-

tells-eu/

https://www.euractiv.com/section/digital/news/avoid-heavy-ai-regulation-white-house-tells-eu/
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/13)

共通分野関連記事詳細(2/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E2 ETSIマルチ
アクセスエッ
ジコンピュー
ティングは、
NFVとネット
ワークスラ
イシングに
基づく

1月15日 ETSIマルチアクセスエッジコンピューティング業界仕様グループは、2つ
のレポート「ETSI GR MEC 027」及び「ETSI GR MEC 024」を発表する
と共に、既存の3規格についても改訂を実施

 新規策定された規格(2規格)：
 ETSI GR MEC 027：Multi-access Edge Computing (MEC);Study 

on MEC support for alternative virtualization technologies

 MECアプリケーションがコンテナー等の代替仮想化テクノロ
ジーで実行される場合に、MECが提供すべき追加支援を明確
化。代替仮想化技術の展開に関連する使用事例を収集及び分
析し、現在定義されているMEC機能とのギャップを評価し、推
奨事項を特定。

 ETSI GR MEC 024：Multi-access Edge Computing 

(MEC);Support for network slicing 

 ネットワークスライシングをサポートするMEC機能の特定に焦
点を当て、外部組織によって定義された関連するネットワークス
ライシングの概念を分析。MECのコンテキストで適用された場
合、識別されたネットワークスライシングの概念に基づく関連
ユースケースを収集し、定義されたMEC機能要素からのギャッ
プを評価

 更新された規格(3規格)：
 ETSI GS MEC 011：Multi-access Edge Computing (MEC);Edge 

Platform Application Enablement 

 ETSI GS MEC 010-2：Multi-access Edge Computing (MEC);MEC 

Management;Part 2: Application lifecycle, rules and requirements 

management

 ETSI GS MEC 012:Multi-access Edge Computing (MEC);Radio 

Network Information API

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https //ww

w etsi.org/n

ewsroom/p

ress-

releases/1

700-2020-

01-etsi-

multi-

access-

edge-

computing-

builds-on-

nfv-and-

network-

slicing

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1700-2020-01-etsi-multi-access-edge-computing-builds-on-nfv-and-network-slicing
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(3/13)

共通分野関連記事詳細(3/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E3 NTT DATA 

UKは、英国
政府と協力
して、5G
ネットワーク
のセキュリ
ティ「ストレ
ステスト」フ
レームワー
クを作成

1月20日 NTT DATA UKは、英国政府のプログラムから作成された新しい5Gネット
ワークの計画をサポートする、初の新セキュリティ評価モデルを完成
させたと発表

 新セキュリティ評価モデル概要：
 NTT DATA UKが英国政府の5G Testbeds and Trials(5GTT)の

1,000万ポンドの5Gセキュリティプログラムと組み合わせてモデルを
設計

 標準から実装、構築、運用までのライフサイクル全体にわたる5Gセ
キュリティ特有の課題管理が可能

 5GTTのフェーズ1のセキュリティ指向の評価の一環として、デジタル、
文化、メディア、スポーツ(DCMS)及びその他の機関と緊密に連携

 今後の活動：
 NTT DATA UKはアセスメントモデルを、計画段階及び運用段階の
ネットワークにおける潜在的な脅威と脆弱性の特定に使用可能な実
用的なツールのセットとして応用させるべく、現在開発中

total telecom
https //ww

w totaltele.

com/50462

7/NTT-

DATA-UK-

works-with-

UK-

governmen

t-to-create-

security-

stress-test-

framework-

for-5G-

networks

https://www.totaltele.com/504627/NTT-DATA-UK-works-with-UK-government-to-create-security-stress-test-framework-for-5G-networks
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(4/13)

共通分野関連記事詳細(4/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E4 Orgalimが
産業用AIの
欧州アジェ
ンダに関す
る技術産業
のマニフェ
ストを発表

1月21日 Orgalimが「産業用AIに関する欧州アジェンダのマニフェスト」を発行
 マニフェストは信頼可能なAIに焦点を当て、倫理的側面と産業的側面を考慮した
人間中心のアプローチついて、下記4項目の具体的な推奨事項を記載

1. 強力な内部市場と法的枠組み
2. 研究開発及び資本への投資、イノベーション、スキルなどの付随する
措置

3. 倫理、プライバシー、セキュリティ、対話を通じて信頼構築
4. 強力なグローバルな見通しの確保

 マニフェストでは、産業用AIが分野横断で貢献可能な事例・分野(下記)について
も紹介

 循環経済：廃棄物マネジメントにおいてAIはリサイクル可能な物質の
自動仕分けに活用可能

 エネルギー技術：AIはエネルギー供給インフラの最適化に活用可能
 自動化と製造業：AIはメンテナンスの事前予測を行うことで産業用ロ
ボットの反復作業を支援可能等

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/news/org

alim-

launches-

technology

-industries-

manifesto-

european-

agenda-

industrial-

ai

8-E5 EUは5Gで
Huaweiを
禁止しない

1月21日 EUのデジタルコミッショナーであるThierry Bretton氏は1月末に起草予
定の法律のドラフトにて「単一のオペレーターを選抜したり排除したりは
しない」と言及(1月20日)
 この発表により欧州委員会は5Gネットワークから一方的にHuaweiを排除しない
ことを明確化

 一方、各加盟国は個々の国において必要と判断した場合には、中国
企業を排除することは可能となる予定

CommsMEA
https //ww

w commsm

ea.com/bu

siness/regu

lation/2131

0-eu-will-

not-ban-

huawei-on-

5g

https://www.orgalim.eu/news/orgalim-launches-technology-industries-manifesto-european-agenda-industrial-ai
https://www.commsmea.com/business/regulation/21310-eu-will-not-ban-huawei-on-5g
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共通分野関連記事詳細(5/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州/
米国

8-E6 Google 

CEOは、
米国とEUの
計画が異な
ることを受け、
整合したAI
規制を要求

1月21日 アルファベットとGoogleの最高経営責任者スンダ・ピチャイ氏は、AIを
規制するための国際協力を呼びかけ(1月20日)

 スンダ・ピチャイ氏コメント：
 米国とEUに対しAIに関する規制アプローチを調整するよう推奨すると
共に、両者の連携が「重要」であると言及

 EUと米国はAIに関する規制提案を開発し始めており、コアバリューに
関する合意の必要性と並行して双方の協力はグローバルな基準を機
能させるために不可欠であると主張

The National
https //ww

w thenation

al.ae/busin

ess/technol

ogy/google

-ceo-calls-

for-aligned-

ai-

regulation-

as-us-and-

eu-plans-

diverge-

1.967221

欧州 8-E7 Standards 

+ 

Innovation
の新しい
Webサイト
をご覧くださ
い！

1月22日 CEN及びCENELECはBRIDGIT IIプロジェクトの一環として、新しい
ウェブサイト「standardsplusinnovation.eu」を発表

 BRIDGIT IIプロジェクト概要：
 欧州委員会とEFTA(欧州自由貿易連合)が共同出資
 「研究と標準化のギャップを埋める」ことを目的に、研究とイノベーショ
ンのコミュニティによる標準化活動への完全な関与を推進

 standardsplusinnovation.eu概要：
 標準化の世界への研究者と革新者の主要なエントリポイントとして機
能

 資金調達から市場へのアクセスまでの様々な開発工程の中で、標準
がどのようにイノベーションと研究に役立つかに関する情報を提供

 研究者やイノベーターによる成功例も提示

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

002 aspx

https://www.thenational.ae/business/technology/google-ceo-calls-for-aligned-ai-regulation-as-us-and-eu-plans-diverge-1.967221
https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-002.aspx
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(6/13)

共通分野関連記事詳細(6/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E8 【EU】欧州
司法裁、
企業保有の
個人情報を
テロ対策目
的で当局に
共有させる
法律はEU
法違反と
見解

1月25日 欧州司法裁判所(ECJ)法務官は、EU加盟国(フランス・ベルギー・英国)が
安全保障テロ対策として導入している個人情報の共有を企業に義務化
する法律について、プライバシー侵害とするとの見解を発表(1月15日)

 フランス、ベルギー、英国における個人情報に係る法律：
 テロ対策目的として各国当局が企業に対し、企業が保有している交通
情報や位置情報等の個人データを共有させることが可能

 ECJ法務官見解：
 今回の見解にて、ECJ法務官は上記個人データを共有はEU法違反
であると解釈

 ただし、緊急事態等の例外的な状況における監視を妨げるものでは
ないと、例外的な措置は容認

 ECJ法務官概要：
 ECJでの係争案件に対し独立した立場から意見を述べる権限を持ち、
裁判所を補佐

 EU法務官の意見は法的拘束力はなく、ECJ裁判官の判決を縛るもの
ではないものの、大方の事案では裁判官は法務官の見解を踏襲する
傾向あり

Sustainable 

Japan

https //sust

ainablejap

an.jp/2020/

01/25/ecj-

anti-

terrorism-

privacy/457

89

https://sustainablejapan.jp/2020/01/25/ecj-anti-terrorism-privacy/45789
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(7/13)

共通分野関連記事詳細(7/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E9 AI：EUは消
費者に公正
で安全な
使用を保証

1月25日 欧州議会の内部市場及び消費者保護委員会は、AI及び自動意思決定

(ADM)技術の急速な発展から生じる課題に対処するため決議を承認
 承認事項/決議内容：

 AI対応製品と照合し、EUの安全及び責任に関する規則を更新
 公平なアルゴリズムを使用するとともに、構造を再確認
 人間が最終的に制御可能であることを確認

 欧州議会による欧州委員会への要請事項(抜粋)：
 AI対応製品は、市場に投入時に想定されていない方法で進化し、動
作する可能性があるため、EUの製品安全規則に適合した提案を取り
上げることが必要

 消費者を危害より保護するため製造業者が果たすべき義務を明確に
し、ユーザーに製品の使用方法を通知することを要請

 今後の動き：
 本会議による投票を実施
 投票後、AIとADMに関する欧州議会の見解を考慮に入れるため、決
議をEU評議会(加盟国)と委員会に送信

 欧州委員会は、2020年2月19日にAIへの欧州アプローチの計画を発
表予定

欧州議会
https //ww

w europarl.

europa.eu/

news/en/pr

ess-

room/2020

0120IPR70

622/artificia

l-

intelligence

-eu-must-

ensure-a-

fair-and-

safe-use-

for-

consumers

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70622/artificial-intelligence-eu-must-ensure-a-fair-and-safe-use-for-consumers
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(8/13)

共通分野関連記事詳細(8/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E10 単一市場向
けの新規取
引の形成：
整合規格に
関する共同
声明

1月27日 Orgalim及びCOCIRを含む21の業界団体は、欧州の単一市場の達成に
向けた整合規格について共同声明を発表

 共同声明内容：
 統一規格の開発、評価及び使用のための適切なシステムによってサ
ポートされる機能する単一市場が必要であると要求

 規格は法律の延長であるという解釈に基づき、追加責任を主張する
欧州委員会規則(1025/2012)の解釈に強く反対。当解釈が管理負担
を増大させ、単一市場への革新的な技術へのアクセスを遅らせている
と主張

 整合規格の使用により、様々な政策目標を幅広く支援可能と言及

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry

(COCIR)

https //orga

lim.eu/new

s/shaping-

new-deal-

single-

market-

joint-

statement-

harmonise

d-

standards

https //ww

w cocir.org/

media-

centre/posi

tion-

papers/arti

cle/joint-

industry-

statement-

shaping-a-

new-deal-

for-the-

single-

market.htm

l

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/inte

rnal-

market-

shaping-

new-deal-

single-

market-

harmonise

d-

standards-

support

https://orgalim.eu/news/shaping-new-deal-single-market-joint-statement-harmonised-standards
https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/joint-industry-statement-shaping-a-new-deal-for-the-single-market.html
https://www.orgalim.eu/position-papers/internal-market-shaping-new-deal-single-market-harmonised-standards-support
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(9/13)

共通分野関連記事詳細(9/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E11 EU、ファー
ウェイ完全
排除せず
欧州委が
勧告

1月29日 欧州委員会は次世代通信規格「5G」に関する勧告を公表
 加盟国に対し、ネットワークの中核部分を念頭にリスクのある業者を排除できる
規定整備を推奨する一方、米国が求めるファーウェイ製品の完全な排除は要求
せず

 背景：
 欧州各国は通信インフラにおいて既にファーウェイに多くの部品を依
存。5G網から同社を排除すれば、欧州は先端技術の整備が遅れると
の懸念有

 勧告概要：
 加盟国に業者のリスク評価をするよう要請。評価は技術面に加え、
「非技術面」の視点からも実施するよう求め、企業活動への国による
関与があるかどうかも調べるよう推奨

 リスク分散を目的として、調達を1社に集中させず複数の業者を使うよ
うに忠告

 今後の動き：
 各国は勧告を受け、自国の政策を決め6月までに欧州委員会に報告

日本経済新聞
https //ww

w nikkei.co

m/article/D

GXMZO54

974430Z20

C20A1FF8

000/

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54974430Z20C20A1FF8000/
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共通分野関連記事詳細(10/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 英国 8-E12 英国、5G通
信にファー
ウェイ製品
を限定容認
米は反対

1月29日 英国政府は第5世代(5G)移動通信網に中国の通信機器大手ファーウェイ
の製品使用を限定的に認める方針を公表
 同時に、ファーウェイ製品の使用範囲から、原子力施設や軍基地等機密情報を
扱う場所を除外、市場シェアも制限すると発表

 背景：
 英国はファーウェイ技術を過去15年間にわたり通信システム内で使
用

 (参考)他政府(ベルギー)動向：
 EUにおけるファーウェイ製品の使用を限定的に容認。英国政府と同
様、5G通信の接続性向上を目指しており、5G通信部門における
ファーウェイの大きな優位性と、安全保障上の懸念とのバランスを取
るための中間的な方法を模索

日経XTECH
https //tech.

nikkeibp.co

jp/atcl/nxt/

column/18/

01162/000

09/?ST=nxt

thmdm el

ectronic

欧州 8-E13 欧州委、AI
規制で高い
基準の導入
を検討

1月29日 欧州委員会のマルグレーテ・ベステアー上級副委員長は、公共部門で
導入されるAI技術には透明性や信頼性等のおいて特に高い基準が
求められるとの見方を表明(1月27日)

NNA Europe
https //euro

pe.nna.jp/n

ews/show/

2001155

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/01162/00009/?ST=nxt_thmdm_electronic
https://europe.nna.jp/news/show/2001155
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共通分野関連記事詳細(11/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E14 ANEC作業
プログラム
2020

1月 ANECが2020年に取り組む活動をまとめた年次作業プログラムを公開
 年次作業プログラムではANECが2020年に取り組む予定である、下記7つの優
先活動分野と、政治的及び戦略的目標を支援する8の活動分野について記載

1. 子供の安全
2. アクセシビリティ
3. 家電用品(DOMAP)

4. デジタル社会とイノベーション
5. サービス
6. サステナビリティ
7. 道路とモビリティ

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/i

mages/202

0/ANEC-

GA-2020-

G-002.pdf

8-E15 ETSI EN 

303 645 

V2.0.0に関
するお問い
合わせ

1月 ANECはETSI EN 303 645 V2.0.0「消費者向けインターネットの
サイバーセキュリティ」が意見募集中であることを紹介(2月24日締切)

 ANECによる意見表明：
 ANECは規格の原則については賛成であるものの、現在推奨事項で
あるいくつかの規定について必須事項とするよう提案するため、コメン
トを発出予定

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

https://www.anec.eu/images/2020/ANEC-GA-2020-G-002.pdf
https://www.anec.eu/publications/newsletters
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共通分野関連記事詳細(12/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E16 CPDP 

2020-
データ保護
とAI

1月17日 欧州委員会はCPDP2020を開催することを告知

(1月22日～24日@ブリュッセル ベルギー)
 CPDP2020ベント概要：

 世界中から政策立案者、学者、コンピューター科学者、弁護士、実務
家、市民社会を集め、アイデアを交換し、最新のトレンドと新たな問題
について議論

 「データ保護とAI」をテーマとし、新しいテクノロジーとデータ分析に関
連する幅広い倫理的、法的、指針について議論

 CPDP概要：
 CPDP(Computers、Privacy and Data Protection)は2007年にVrije 

Universiteit Brussel、Universitéde Namur及びTilburg Universityの
研究グループによって設立された非営利プラットフォーム

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/di

gital-

single-

market/en/

news/cpdp-

2020-data-

protection-

and-

artificial-

intelligence

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cpdp-2020-data-protection-and-artificial-intelligence
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地域・
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参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E17 standICT
プロジェクト
の最終
イベント

1月 StandICT.euプロジェクトによる「Reflections＆Sustainability-24 

Months On」が開催され、ANECのメンバーが参加
(12月5日@ブリュッセル)
 イベントは情報社会・メディア総局(DG CONNECT)内で開催され、ANEC Digital 

Society WGのメンバーが2つのパネルディスカッションに参加
 StandICT.eu概要：

 正式名称：「Supporting European Experts Presence in 

International Standardisation Activities in ICT」
 Trust-IT Services(プロジェクトコーディネーター)とFraunhofer SCAI
による 24か月間のプロジェクト(2018年1月1日より開始)

 国際ICT標準の状況を分析及び監視し、標準開発機関(SDO)および
標準設定機関(SSO)、ICT標準化のためのEUマルチステークホル
ダープラットフォームなどの主要組織及び業界と連携

European 

Association for 

the Co-

ordination of 

Consumer 

Representatio

n in 

Standardizatio

n(ANEC)

Fraunhofer 

Institute for 

Algorithms 

and Scientific 

Computing 

SCAI

https //ww

w anec eu/

publication

s/newslette

rs

https //ww

w scai.frau

nhofer de/e

n/business-

research-

areas/bioin

formatics/p

rojects/stan

dict.html

https://www.anec.eu/publications/newsletters
https://www.scai.fraunhofer.de/en/business-research-areas/bioinformatics/projects/standict.html
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地域・
国

参照#
情報・記事
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U1 IoTセキュリ
ティ：合理的
なセキュリ
ティとは？

1月1日 米国カリフォルニア州とオレゴン州で製造業者にIoTデバイスの「合理的
なセキュリティ機能」を求める州法が施行
 2020年1月にIoTデバイス製造業者にデバイスへの不正なアクセスなどへの対策
求める法律が米国カリフォルニア州とオレゴン州で施行

 各機器ごとに独自のパスワードを設定すること、初回アクセス時に追
加の認証方法を設定することを規定

 両法は他にも製造業者に「合理的なセキュリティ機能」を求めているものの具体
性に欠けるため、策定中の米国国立標準技術研究所(NIST)のガイドライン
NISTIR 8259やULのIoT Security Ratingといった業界の規格等を参照する必要

UL Identity 

Management 

& Security

https //ims.

ul.com/iot-

security-

what-does-

reasonable

-security-

look

欧州/
米国

8-U2 厳しいAI規
制を避ける
よう、ホワイ
トハウスは
EUに要求

1月7日 米国政府は、欧州議員に対しAI技術の将来の展開において、厳しい規制
の枠組みを回避するよう要求

 背景：
 ホワイトハウスは、民間部門におけるAI技術の過剰規制を回避するこ
とを目的とした一連の規制に関する原則を提案し、その声明中で欧州
の政策についても言及

 声明内容(抜粋)：
 リスク評価と費用便益分析が実施されるまでAI規制を追求すべきで
はないと述べ、政府は欧州が同様のアプローチを採用するよう要求

 欧州が米国のAI原則をフレームワークとして使用することを奨励

EURACTIV
https //ww

w euractiv.

com/sectio

n/digital/ne

ws/avoid-

heavy-ai-

regulation-

white-

house-

tells-eu/

再掲

https://ims.ul.com/iot-security-what-does-reasonable-security-look
https://www.euractiv.com/section/digital/news/avoid-heavy-ai-regulation-white-house-tells-eu/
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(2/10)

共通分野関連記事詳細(15/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U3 AIのニュー
ス：米国行
政管理予算
局(OMB)は、
AIの活用に
関する規制
のための
ガイドライン
草案を発表

1月8日 米国行政管理予算局(OMB)は、政府機関向けのAIの活用に関する規制
のためのガイドライン草案を発表し、パブリックコメントを募集
(1月7日より60日間)

 背景：
 大統領令Maintaining American Leadership in Artificial 

Intelligenceが発出(2019年2月)

 イノベーションやAIへの公共の信頼を国家の優先事項とし、規格
が優先事項を反映することや国際規格策定を通じて優先事項を推
進することに言及

 大統領令を受け、米国国立標準技術研究所(NIST)が実施したAIの現
状や課題、可能性に関する情報提供依頼(RFI)に対し、ANSIは傘下
団体を代表して回答

 ガイドライン草案名：
 Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications

 ガイドラインの概要：
 AIの活用に関する規格策定を行うにあたっての方向性を提示
 政府機関が規格策定、規格利用、適合性審査を行う際のガイダンス
を提示
 規格策定や適合性審査などへの民間の参加を推奨

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=7

384d79c-

d28f-4915-

8d1b-

7ca41e01e

2a6

8-U4 2019年の
サイバー
セキュリティ
法制

1月10日 2019年には、米国内の31州が、サイバーセキュリティに関連する法律を
制定
 サイバーセキュリティリスクの拡大と新たな技術発展ペースの加速を背景に、米
国において43州とプエルトリコがサイバーセキュリティ関連法案や決議を審議し、
31州が実際に法律を制定

 政府機関のサイバーセキュリティ対策強化などを規定

National 

Conference of 

State 

Legislatures 

(NCSL)

https //ww

w ncsl.org/r

esearch/tel

ecommunic

ations-and-

information

-

technology/

cybersecuri

ty-

legislation-

2019.aspx

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=7384d79c-d28f-4915-8d1b-7ca41e01e2a6
https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/cybersecurity-legislation-2019.aspx
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共通分野関連記事詳細(16/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U5 米国上院は、
IoTワーキン
ググループ
設立のため
の法案を
可決

1月10日 米国上院は、IoTに関連する規制や政策などを機関横断的に取りまとめ
るワーキンググループ設立のための法案を超党派で可決

 法案名：
 Developing Innovation and Growing the Internet of Things 

(DIGIT) Act

 DIGIT Actの概要：
 商務長官が、IoTに関するワーキンググループを設立し、1年後に議
会に報告することを規定

 ワーキンググループは、IoTを取り巻く課題やセキュリティ対策につい
て検討
 開発や活用を妨げる規制や補助金、予算、司法上の課題を機関
横断的に取りまとめ

 重要施設へのサイバーセキュリティ対策や機関横断的なサイバー
セキュリティ強化施策を検討

 今後の予定：
 下院での採択を模索

Federal 

Computer 

Week (FCW)

https //fcw.

com/article

s/2020/01/

10/senate-

iot-bill-

passes asp

x

8-U6 技術規制は、
倫理的なア
ルゴリズム
の設計に
基づくべき

1月13日 ブルッキングス研究所は、AIなどを活用した意思決定が普及する中、
倫理的なアルゴリズムに関する規制を積極的に行うことを提案

 背景：
 医療や広告など様々な場面で機械学習などによる意思決定が普及
 一方、開発者らが意図しない形でバイアスのかかった不公正な意思
決定がなされる事例も出現

 提言の概要：
 規制当局がアルゴリズムの設計に関する監査を積極的に行い、その
倫理性を確認する規制制度の構築の必要性に言及

Brookings 

Institution

https //ww

w brooking

s edu/rese

arch/ethical

-algorithm-

design-

should-

guide-

technology

-regulation/

https://fcw.com/articles/2020/01/10/senate-iot-bill-passes.aspx
https://www.brookings.edu/research/ethical-algorithm-design-should-guide-technology-regulation/
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共通分野関連記事詳細(17/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U7 NISTは、
IoTサイ
バーセキュ
リティ機器
ガイダンス
の修正案に
コメントを
募集

1月15日 米国国立標準技術研究所(NIST)は、IoT機器製造業者向けのサイバー
セキュリティガイダンス NISTIR 8259の草案を発表し、コメントを募集
(2月7日まで)

 NISTIR 8259草案の概要：
 IoT機器の製造業者向けにサイバーセキュリティを確保するため製品
販売前、販売後に踏むべき6ステップを提示
 販売前

 予想される使用者とユースケースを特定、定義
 デバイスの特定や設定、データ保護、アクセス制限、アップデー
トなど利用者のサイバーセキュリティの目標を調査

 目標の達成方法を決定
 目標達成のための十分なサポートを計画

 販売後
 利用者との連絡方法を定義
 どの様に何を連絡するかを決定

 昨年6月に発行されたガイダンスNISTIR 8228, Considerations for 

Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy 

Risksの後続文書として策定中

National Law 

Review

https //ww

w natlawre

view com/a

rticle/nist-

solicits-

comments-

revised-

draft-iot-

cybersecuri

ty-device-

guidance

https://www.natlawreview.com/article/nist-solicits-comments-revised-draft-iot-cybersecurity-device-guidance
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共通分野関連記事詳細(18/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U8 プライバ
シー保護の
アップデー
ト：NISTは
自主的なオ
ンラインプラ
イバシーの
フレーム
ワークを
発表

1月21日 米国国立標準技術研究所(NIST)は、企業、公共団体向けのオンライン
プライバシー保護に関する新たなフレームワーク、「NIST Privacy 

Framework: A Tool for Improving Privacy through Enterprise 

Risk Management」を発表
 フレームワーク概要：

 リスク、成果ベースのアプローチにより、プライバシー保護施策を改善
することを企図

 製品、サービス設計、開発などを始めとする具体的な方法を通じて、
企業、公共団体のセキュリティ施策をサポート
 製品やサービス設計、開発における倫理的な意思決定を通じてた
顧客の信頼の構築

 現在、及び将来の技術、政策環境におけるコンプライアンスの順
守

 様々な主体とのプライバシー保護施策に関するコミュニケーション
の促進

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=ef

d6e418-

f98a-4caa-

9de6-

e66a1a342

09b

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=efd6e418-f98a-4caa-9de6-e66a1a34209b
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共通分野関連記事詳細(19/41)

共通テーマ別情報詳細
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U9 TIAは、業界
主導の電気
通信ネット
ワーク及び
サプライ
チェーンセ
キュリティに
関する規格、
プログラム
を策定開始

1月21日 TIAは、産業界主導の通信ネットワーク及びサプライチェーンセキュリティ
に関する規格、プログラム策定のためのイニシアチブを発足

 背景：
 5Gがもたらす接続性により、ネットワーク、サプライチェーンのセキュ
リティが電気通信領域の最重要課題となると認識

 イニシアチブによる活動内容：
 “Trust in ICT Supply Chain Security Can Only Come from Global 

Industry-Driven Standards and Programs"と題したホワイトペー
パーを発行
 複雑化し、変化の激しいサプライチェーンにおける業界主導のセ
キュリティ規格の重要性を説明

 Mobile World Congressにおいて、"The need for supply chain 

security in a 5G connected world"と題したディスカッションを実施(2
月26日予定)

 政府、民間関係者を招集して、今日のネットワーク、サプライチェー
ンを取り巻くリスクや既存の施策を協議予定

Telecommunic

ations Industry 

Association 

(TIA)

https //tiao

nline org/pr

ess-

release/tia-

launches-

industry-

driven-

telecommu

nications-

network-

and-

supply-

chain-

security-

standards-

and-

programs/

欧州/
米国

8-U10 Google 

CEOは、米
国とEUの計
画が異なる
ことを受け、
整合したAI
規制を要求

1月21日 アルファベットとGoogleの最高経営責任者スンダ・ピチャイ氏は、AIを
規制するための国際協力を呼びかけ(1月20日)

 スンダ・ピチャイ氏コメント：
 米国とEUに対しAIに関する規制アプローチを調整するよう推奨すると
共に、両者の連携が「重要」であると言及

 EUと米国はAIに関する規制提案を開発し始めており、コアバリューに
関する合意の必要性と並行して双方の協力はグローバルな基準を機
能させるために不可欠であると主張

The National
https //ww

w thenation

al.ae/busin

ess/technol

ogy/google

-ceo-calls-

for-aligned-

ai-

regulation-

as-us-and-

eu-plans-

diverge-

1.967221

再掲

https://tiaonline.org/press-release/tia-launches-industry-driven-telecommunications-network-and-supply-chain-security-standards-and-programs/
https://www.thenational.ae/business/technology/google-ceo-calls-for-aligned-ai-regulation-as-us-and-eu-plans-diverge-1.967221
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共通分野関連記事詳細(20/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U11 米国の寛容
なプライバ
シー規制は、
GDPRを骨
抜きにする
か？

1月22日 欧州議会市民的自由・司法・内務委員会(LIBE)は、米国のプライバシー
保護が不十分として、米国・欧州間のデータ共有に反対

 背景：
 米国と欧州は、2016年に締結されたEU-US 'Privacy Shield' 

Frameworkを通じて、商業目的の個人データの交換を許可
 LIBEは欧州委員会に対してデータ交換の停止を要求(2018年)したも
のの、欧州委員会は続行することを決定(2019年10月)

 LIBEによる主張要旨：
 米国：欧州間のデータ交換に関する取り決めEU-US 'Privacy Shield' 

Frameworkが不十分だと批判
 2月23日～29日予定の司法、内務に関する米国訪問の際も協議
を行う予定

 米国国立標準技術研究所(NIST)が1月に発表したPrivacy 

Frameworkも自主的なツールであり、強制力は不在

EUobserver
https //euo

bserver co

m/science/

147213

https://euobserver.com/science/147213
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共通分野関連記事詳細(21/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U12 IoT 

Community
とIEEEは、
産業のIoT
の活用促進
のために協
働すること
を発表

1月23日 IEEEとIoTの商業普及を目的とした団体IoT Communityは、産業用IoT
の活用促進のために今後協力を推進することで合意

 協力の概要：
 スマートシティを始めとする下記各分野における産業用IoTの共通言
語や枠組の策定を目的
 スマートシティ
 精密農業
 ヘルスケア
 セキュリティとプライバシー
 コンピューティングと情報処理
 通信とコネクティビティ

 商業、技術、標準化に関する知見を共有し、協働のための機会を探
索

 IoTのソートリーダーシップの創出、ユースケースやベストプラクティス
の提供

 IEEEがIoTに関するトレーニングを開発する他、業界に対して教育や
イベント、研究の共有等を実施

 IoT Community概要：
 IoTに関係するCxOや実務者2.3万人以上で構成する、IoTの商業活
用を推進するためコミュニティー

 (参考)協力の一環として、IEEEとIoT Communityは、IEEEのIoTイベントWorld 

Forum on the Internet of Thingsを開催予定(4月5日～9日@ニューオーリンズ)

 産業界、公共機関、研究機関の関係者が出席し、IoTの活用方法に
関する技術文書の協議やチュートリアル、ワークショップ、業界セッ
ションなどを実施予定

 Second Annual IoT Day Slam 2020も当イベント内において開催予
定(4月9日)

IEEE
https //ww

w ieee.org/

about/news

/2020/iot-

community

-ieee-

announce-

collaborati

on.html

https://www.ieee.org/about/news/2020/iot-community-ieee-announce-collaboration.html
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共通分野関連記事詳細(22/41)

共通テーマ別情報詳細
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タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U13 プライバ
シーの日に
あたり、これ
からの道の
りを考える

1月28日 IBMのチーフ・プライバシー・オフィサーは、プライバシーの日にあたり、
プライバシー保護強化のため、連邦レベルでのプライバシー法規制の
必要性に言及

 背景：
 多くの消費者にとって、データの保護は最重要事項
 カリフォルニア州の消費者プライバシー保護法(CCPA)を始めとして、
複数の州でプライバシー保護規制が導入

 チーフ・プライバシー・オフィサー発言主旨：
 連邦レベルの統一的な法規制が不在の中で、米国国立標準技術研
究所(NIST)が最近発表したPrivacy FrameworkおよびCybersecurity 

Frameworkを評価
 (参考)先週開催された世界経済フォーラム(WEF)においても、IBM 

CEOのGinni Rometty氏も2020年代を「データの信頼性」の10年
と捉え、プライバシー保護の重要性に言及

IBM
https //ww

w ibm.com/

blogs/polic

y/data-

privacy-

day/

https://www.ibm.com/blogs/policy/data-privacy-day/
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共通分野関連記事詳細(23/41)

共通テーマ別情報詳細
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国
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発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U14 American 

Way 

Courseに
登録を：
米国の国家
規格策定
プロセス

1月9日 米国規格協会(ANSI)は、米国国家規格(ANS)の策定プロセスに関する
セミナーを開催予定(4月1日@ニューヨーク)

 セミナーのアジェンダ：
 米国規格策定プロセス
 ANS策定者の認定プロセス
 ANS策定プロセス、手順や承認のためのANSIへの提出
 ANSフォーム
 ANSIによる監査プログラムを含む認定要件の維持、及びANSI監査
の認定規格開発者への利点

 規格策定プロセスにおける分野専門家の役割とモチベーション
 ANSのプロセスにおける適正手続きの重要性と実施のためのオプ
ションと要件

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=3

7bd5fa0-

4a10-45ce-

9b79-

731d23c49

de5

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=37bd5fa0-4a10-45ce-9b79-731d23c49de5
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(1/6)

共通分野関連記事詳細(24/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C1 工業情報化
部がChina 

Radio and 

Television 

Networkに
対して
4.9GHz帯
域の5Gテス
ト周波数の
使用を認可

1月3日 工業情報化部がChina Radio and Television Networkに対して

4.9GHz帯域の5Gテスト周波数の使用を認可
 当許可により、China Radio and Television Networkは、China Telecom、

China Mobile、China Unicomに次いで中国で4番目の5G基本通信事業会社に

中国工業情報
化部

http //www.

miit.gov.cn/

n1146290/

n1146402/

n1146440/

c7597192/

content.ht

ml

8-C2 「情報技術
人工知能知
識マップ技
術フレーム
ワーク」規格
策定キック
オフ会議が
開催

1月6日 「情報技術人工知能知識マップ技術フレームワーク」(国家計画番号：
20192137-T-469)規格策定キックオフ会議が開催
(12月30日@北京、中国)

 協議内容：
 中国電子技術標準化研究所が国家規格の状況と既存の研究状況に
ついて紹介、各組織が知識マッピングの分野における活動結果を紹
介

 サプライヤ、インテグレータ、ユーザー、エコロジカルパートナーなど、
ナレッジグラフにおける4種類の利害関係者の関係と主要な活動につ
いて詳細に議論し、規格のフレームワークと主要な内容を明確化

 4つのタスクグループが設置され、各グループの活動および実施計画
が決定

 参加者：
 開発者、システムインテグレーター、ユーザー企業、研究機関、大学
などの知識マッピング分野に関連する51組織から80人以上

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5980 h

tml

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c7597192/content.html
http://www.cesi.cn/202001/5980.html
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(2/6)

共通分野関連記事詳細(25/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C3 NB-IoT、産
業用APP、
VRに関する
試験機能が
中国電子技
術標準化研
究院のSaixi
研究所に
追加

1月8日 中国電子技術標準化研究院のSaixi研究所においてNB-IoT、産業用

APP、VR等の新たな試験機能を拡張
 中国国家適合性評価サービス(略称CNAS)による試験項目に関するレビューが
完了(12月27-28日)

 これにより今後、Saixi研究所ではVR製品、環境適応性とバッテリーの安全性、
電磁適合性、産業用アプリケーションソフトウェア、スマートカード、NB-IoTワイヤ
レスデータ、バイオメトリクス、産業用APP、リチウム電池材料、グリーンデータセ
ンター等に関する品質保証が可能

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5984 h

tml

http://www.cesi.cn/202001/5984.html
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(3/6)

共通分野関連記事詳細(26/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C4 「家庭用お
よび類似用
途の飲料水
処理装置」
等410の提
案された国
家標準化プ
ロジェクトに
関する意見
募集

1月9日 インテリジェント製造、情報セキュリティ、医療機器のサプライチェーン、
都市開発等、410の国家標準化プロジェクト案に対する意見募集
(1月21日まで)

 提案されたプロジェクト(関連する対象プロジェクトを一部抜粋)：
 #4  走行車の安全換気要件(新規策定)

 #21 都市の持続可能な開発に関する用語(新規策定)

 #31 包装紙および厚紙に含まれる有効なリサイクル部品の決定方法
(新規策定)

 #75 リサイクル水使用の利点評価のためのガイドライン(新規策定)

 #76 インテリジェント製造評価指標(新規策定)

 #103 電気自動車のモード2－充電用のオンケーブル制御および保護
デバイス(IC-CPD)(新規策定)

 #148  医療機器のサプライチェーン：製品バーコードUDIに基づく医療
機器の一意識別(新規策定)

 #159 鉄道機関車の車体の技術的条件パート2：電気機関車の車体
(改訂)

 #169 スラッジの熱分解およびリサイクル機器の操作効果評価の技術
要件(新規策定)

 #182 情報技術、モバイルデバイスの生体認証(新規策定)

 #183 鉄道輸送都市鉄道輸送管理およびコマンド/制御システムパート
3：システム要件仕様(新規策定)

 #188 産業用インターネットプラットフォーム産業用エンタープライズク
ラウドガイド(新規策定)

 #189 情報技術生体認証顔認証システム試験方法(新規策定)

 #190 情報技術ブロックチェーンおよび分散会計技術証明書申請ガイ
ド(新規策定)

国家標準化
管理委員会
(SAC)

http //www.

sac.gov.cn/

gzfw/zqyj/2

02001/t202

00109 343

934 htm

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/202001/t20200109_343934.htm


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2728

【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(4/6)

共通分野関連記事詳細(27/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C4 「家庭用お
よび類似用
途の飲料水
処理装置」
等410の提
案された国
家標準化プ
ロジェクトに
関する意見
募集
(前頁続き)

1月9日 インテリジェント製造、情報セキュリティ、医療機器のサプライチェーン、
都市開発等、410の国家標準化プロジェクト案に対する意見募集
(1月21日まで)

 #196 機械安全のためのワイヤレス安全制御デバイスの一般的な技
術要件(新規策定)

 #209 医療機器サプライチェーンの医療機器メタデータ(新規策定)

 #212 情報セキュリティ技術情報セキュリティリスク管理ガイド(改訂)

 #213 情報セキュリティ技術情報セキュリティサービスの分類(改訂)

 #238 情報技術、セキュリティ技術、サイバーセキュリティ、パート3：参
照ネットワークシナリオ-リスク、設計手法、制御要素 (改訂)

 #246 インテリジェント道路照明ターミナルコントローラーのインター
フェイス要件(新規策定)

 #299 産業用ロボットシステムの安全設計パート1：エンドエフェクタ(新
規策定)

 #377 情報技術、モバイルデバイスの生体認証、パート5：声紋(新規
策定)

 #404 情報技術セキュリティ技術個人識別情報(PII)プロセッサパブ
リッククラウドでPIIを保護するための実用的なガイド (新規策定)

国家標準化
管理委員会
(SAC)

http //www.

sac.gov.cn/

gzfw/zqyj/2

02001/t202

00109 343

934 htm

http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/202001/t20200109_343934.htm
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(5/6)

共通分野関連記事詳細(28/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C5 産業・情報
技術分野に
おける公共
サービス能
力向上のた
めの「エッジ
コンピュー
ティングに
基づく情報
技術のテス
トと検証」
2019年キッ
クオフミー
ティングが
開催

1月14日 産業・情報技術分野における公共サービス能力の向上のための「エッジ
コンピューティングに基づく情報技術のテストと検証」2019年キックオフ
ミーティングが開催(1月7日@北京、中国)

 協議内容：
 産業開発促進センターがプロジェクト管理、組織と管理メカニズム、実
施プロセス管理、受け入れ評価、資金管理方法について紹介

 プロジェクト担当者が、タスクの内訳、実施計画とスケジュール、プロ
ジェクトの組織と管理メカニズムについて詳細なレポートを作成

 参加者が各自のタスクの推進計画を紹介
 専門家グループがプロジェクトの内容についてレビューを実施し、内
容に同意

 キックオフミーティング後、プロジェクトチームのメンバーがレビュープ
ロセス中に専門家によって提起された問題について議論を行い、プロ
ジェクト評価指標、実装計画、管理メカニズム、資金調達要件をさらに
明確化、次のステップへ向けて準備

 参加者：
 産業情報化部産業開発促進センターLi Yang氏、レビューチーム、プ
ロジェクトチーム

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

001/5994 h

tml

http://www.cesi.cn/202001/5994.html
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向(6/6)

共通分野関連記事詳細(29/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C6 Wang 

Zhijun副部
長が5G規
格発表会に
出席

1月10日 中国通信標準化協会は5G規格発表会を主催し、グローバル標準化協力
の継続的深化の必要性について言及(1月9日@北京、中国)

 Wang Zhijun副部長スピーチ要旨：
 5Gは新世代のモバイル通信技術であるだけでなく、将来の経済社会
開発に不可欠なインフラストラクチャであり、5Gに基づく包括的な情報
エコシステムが社会経済のすべての分野に浸透

 5Gの新しい産業エコシステムを継続的な改善、新たな5Gアプリケー
ションモデルの調査と革新の促進、5Gのグローバル標準化協力の継
続的深化が必要

 参加者：
 工業情報化部Wang Zhijun副部長、中国通信標準化協会Guo 

Guohua会長、副部長科学技術部、工業情報化部、情報産業部等政
府機関や科学研究機関、大学等から300人以上

中国工業情報
化部

http //www.

miit.gov.cn/

n1146290/

n1146402/

n7039597/

c7622345/

content.ht

ml

8-C7 専門家がブ
ロックチェー
ンの構築と
新たな社会
信用システ
ムについて
議論

1月22日 「ブロックチェーン技術が中国の新しい社会信用システムに有用」と題した
セミナーが開催(1月14日@北京、中国)

 協議内容：
 専門家がブロックチェーンのデータ構造について説明し、ブロック
チェーンと人工知能が、新たな科学技術革命と産業変革の中核技術
であることを強調

 参加者：
 国内外の大学、研究機関、企業から20人以上

China.org.cn
http //www.

china.org c

n/business/

2020-

01/22/cont

ent 75640

228 htm

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n7039597/c7622345/content.html
http://www.china.org.cn/business/2020-01/22/content_75640228.htm
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(1/3)

共通分野関連記事詳細(30/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 マレー
シア

8-A1 MCMCは6
月30日まで
に国民IDに
関する最終
報告書を
公表予定

1月7日 マレーシア通信マルチメディア委員会は、国民デジタルアイデンティティ

(ID)フレームワーク確立に関する包括的な調査に関する最終報告書を
公表(6月30日までを予定)

 国民IDの策定背景：
 通信マルチメディア大臣によって議論が提起(2018年10月)され、国民

ID研究タスクフォースによる議論を開始(2019年11月21日)

 調査内容：
 コンテキスト分析、実装戦略、運用モデル、テクノロジー、及びその実
施政策、関連法

Malay Mail
https //ww

w malayma

il.com/new

s/malaysia/

2020/01/07

/mcmc-

final-report-

on-

national-

digital-id-

expected-

ready-by-

june-

30/182528

7

シンガ
ポール

8-A2 AIの採用と
イノベーショ
ンを推進す
るシンガ
ポールと世
界経済
フォーラム

1月22日 シンガポールは消費者の信頼性向上のためのAIガバナンスに関する3つ
のガイドを発表

 3つのガイド概要：
 組織の実装および自己評価ガイド(ISAGO)

 AIガバナンスの実践とモデルフレームワークの整合性の自己評価
のためのガイド。60以上の組織からの協力や業界との緊密な協議
のもとに作成

 ユースケース概要
 モデルAIガバナンスフレームワークとISAGOを補完するための実
装・調整した方法を紹介するユースケース

 モデルAIガバナンスフレームワーク第2版
 AIソリューションを展開する際の重要な倫理およびガバナンスの問
題に対処するために2019年に発表されたモデルAIガバナンスフ
レームワーク初版に考慮事項(堅牢性や再現性など)を追加

情報通信
メディア開発庁
(IMDA)

https //ww

w imda.gov

sg/news-

and-

events/Me

dia-

Room/Medi

a-

Releases/2

020/Singap

ore-and-

World-

Economic-

Forum-

driving-AI-

Adoption-

and-

Innovation

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/01/07/mcmc-final-report-on-national-digital-id-expected-ready-by-june-30/1825287
https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/Singapore-and-World-Economic-Forum-driving-AI-Adoption-and-Innovation
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【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(2/3)

共通分野関連記事詳細(31/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 シンガ
ポール

8-A3 シンガポー
ルがチリ及
びニュー
ジーランドと
のデジタル
経済パート
ナーシップ
協定の交渉
で実質妥結

1月22日 シンガポールがチリおよびニュージーランドとのデジタル経済パートナー
シップ協定(DEPA)の交渉において実質妥結

 目的：
 デジタル取引のルールの確立及び振興規格の調和等、デジタル分野
での協力を促進

 DEPAの主要合意内容：
 デジタルID：個人や企業のデジタルIDの開発協力を推進し、デジタル

IDの相互承認を実施
 ペーパレス貿易：税関における貿易書類を電子化し、費用削減、効率
化を促進

 Eインボイス：シンガポールが構築したEインボイスと同様のEインボイ
スの採用を促進

 フィンテックとEペイメント：フィンテックを推進するためのルールを形成
 個人情報保護：国際的な枠組みに沿ったデータポリシーと法的枠組み
を整備

 クロスボーダーデータフロー：国家間の情報移管を円滑化
 政府データの開放：主に中小企業向けに、政府のデータへのアクセス
と使用法を拡大

 データイノベーションと規制サンドボックス：データ規制サンドボックス
での協力に取り組み、イノベーション環境を整備

 AI：倫理的なAI管理フレームワークの採用を促進
 オンライン消費者保護：Eコマースにおける詐欺的、誤解を招く、また
は虚偽行為を防止する法律および規制を維持

 中小企業協力：情報共有と交換を促進するためのデジタルSME対話
などのキャパビルを実施

 デジタルインクルージョン：先住民、貧困者、障害者を含むすべての人
がデジタル経済に参加できるよう配慮

情報通信
メディア開発庁
(IMDA)

https //ww

w imda.gov

sg/news-

and-

events/Me

dia-

Room/Medi

a-

Releases/2

020/Singap

ore-

Substantial

ly-

Concludes-

Negotiation

s-for-

Digital-

Economy-

Partnership

-

Agreement

-with-Chile-

And-New-

Zealand

https://www.imda.gov.sg/news-and-events/Media-Room/Media-Releases/2020/Singapore-Substantially-Concludes-Negotiations-for-Digital-Economy-Partnership-Agreement-with-Chile-And-New-Zealand


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2733

【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(3/3)

共通分野関連記事詳細(32/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
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共通 マレー
シア

8-A4 Wan 

Azizah副首
相：Nacsa
がサイバー
セキュリティ
に関するマ
スタープラン
を策定中

1月29日 マレーシアサイバーセキュリティ局がサイバーセキュリティ意識向上
マスタープラン(PIKKS)を開発中

 目的：
 サイバーセキュリティ意識向上プログラムの実施におけるステークホ
ルダの役割と責任の概説

 今後の予定：
 政府によるPIKKS関連文書の承認後、リリースを予定(10月)

 国家サイバー危機演習(X-Maya)を開催し、サイバー攻撃に対する準
備及び試験を実施予定(11月)

Malay Mail
https //ww

w malayma

il.com/new

s/malaysia/

2020/01/29

/wan-

azizah-

nacsa-

developing

-master-

plan-on-

cyber-

security/18

32452

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/01/29/wan-azizah-nacsa-developing-master-plan-on-cyber-security/1832452
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共通 国際 8-O1 CES 2020：
Open 

Connectivit

y 

Foundation
が最初の
オープンIoT
標準デバイ
スを発表

1月7日 Open Connectivity Foundation(OCF)は、CES2020の開催(1月7日)
に合わせ、スマートフォームに関する国際標準(beta OCF 2.1)を導入

 OCF概要：
 IoT標準規格の策定とオープンソースプロジェクトの支援を目的とした
世界的な団体

 beta OCF 2.1導入概要：
 BSC Computer GmbH、COMMAX、SURE Universal、Haier、LG、

Resideo、Samsungは、CES2020にてbeta OCF 2.1互換デバイスを
発表
 テレビ、ロボット掃除機、タブレット、エアコン等に適用

ZDNET
https //ww

w zdnet.co

m/article/ce

s-2020-

open-

connectivit

y-

foundation-

reveals-

first-open-

iot-

standard-

devices/

8-O2 未来はクラ
ウドに

1月10日 IECは、クラウドコンピューティング分野に関し、ISO/IEC JTC 1/SC 38 
「Cloud Computing and Distributed Platforms」の取組みを紹介

 ISO / IEC JTC 1 / SC 38概要：
 クラウドコンピューティングに関する国際標準化を推進

 Steve Holbrook氏(ISO / IEC JTC 1 / SC 38の議長)発言要旨：
 「クラウドコンピューティングソフトウェアに関する技術間のインターフェ
イス確立のためには、標準化が重要である」

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/the-

future-is-in-

the-cloud/

https://www.zdnet.com/article/ces-2020-open-connectivity-foundation-reveals-first-open-iot-standard-devices/
https://blog.iec.ch/2020/01/the-future-is-in-the-cloud/
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共通 国際 8-O3 主要なIEC
機関が会合
し、新たな
破壊的技術
について
議論

1月13日 IEC Market Strategy Board (MSB)は、ドイツ企業の見学・標準化に
関する討議を開催(1月14～15日@エアランゲン、ドイツ)

 MSB概要：
 IECの活動分野における主要な技術動向と市場ニーズを特定、革新
的で動きの速い市場のニーズに対するIECの対応改善を検討

 年2回の会議を開催
 会議概要：

 独シーメンス社からの招待を受け、バイエルンのシーメンス工場を視
察

 新たな破壊的技術に関連する標準化の機会について討議

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/key-

iec-body-

meets-to-

discuss-

emerging-

and-

disruptive-

technologi

es/

8-O4 標準は人々
がAIを信頼
するのにど
のように
役立つか

1月15日 IECは、AIの信頼性を担保するための規格策定作業を紹介
 活動概要：

 ISO/IEC JTC 1/SC 42 - Artificial intelligenceは、AIの信頼性担保に
関する規格・技術報告書を策定中
 ISO/IEC AWI TR 24368 [ISO/IEC AWI TR 24368] Information 

technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and 

societal concerns

 当規格にて信頼性を規定する要因について特定
 説明責任、バイアス、制御可能性、説明可能性、プライバシー、
堅牢性、回復力、安全性、セキュリティ等

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/how-

standards-

help-

people-

trust-ai/

https://blog.iec.ch/2020/01/key-iec-body-meets-to-discuss-emerging-and-disruptive-technologies/
https://blog.iec.ch/2020/01/how-standards-help-people-trust-ai/
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共通 国際 8-O5 記述的メタ
データに
関する国際
標準の更新

1月15日 ISOは、記述的メタデータに関する規格ISO 15836-2:2019「Information 

and documentation — The Dublin Core metadata element set —

Part 2: DCMI Properties and classes」を更新(2019年12月)
 背景：

 Dublin Coreは、Webページ等のデジタルリソースを記述するための
要素及びプロパティの小さなセットであり、記述的メタデータの世界共
通言語

 1995年に最初に開発、ダブリンコアメタデータイニシアチブ(DCMI)が
維持・管理

 ISO 15836-2:2019概要：
 ISO/TC 46/SC 4 Technical interoperabilityが策定
 ダブリンコアの記述の精度と表現力を向上させるため、元の15のコア
プロパティセットを40のプロパティと20のクラスで拡張

 (参考)関連規格：
 ISO 15836-1:2017 Information and documentation — The Dublin 

Core metadata element set — Part 1: Core elements

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref247

4.html

https://www.iso.org/news/ref2474.html
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共通 国際 8-O6 ISO 

27701：プラ
イバシー法
の遵守を
示す新しい
国際プライ
バシー規格

1月16日 個人情報保護・管理に係る新たな規格ISO/IEC 27701:2019 「Security 

techniques — Extension to ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27002 for 

privacy information management — Requirements and 

guidelines」が発行(2019年8月)
 ISO/IEC 27701概要：

 個人を特定できる情報(PII)の収集・処理を行う組織に対し、一般デー
タ保護規則(GDPR)等の重要なプライバシー法の遵守支援を目的とし
策定

 プライバシー情報管理システム(PIMS)関連の要件を指定し、PIIコント
ローラー及びPIIプロセッサーの責任とPII処理の説明責任を保持する
ためのガイダンスを提供
 国際的な情報セキュリティ管理標準であるISO / IEC 27001のプラ
イバシー拡張機能を持つ規格として発行

Security 

Boulevard

https //secu

ritybouleva

rd.com/202

0/01/iso-

27701-the-

new-

internation

al-privacy-

standard-

to-

demonstrat

e-

compliance

-with-

privacy-

laws/

https://securityboulevard.com/2020/01/iso-27701-the-new-international-privacy-standard-to-demonstrate-compliance-with-privacy-laws/


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2738

【情報収集結果】国際における共通分野の標準化動向(5/9)

共通分野関連記事詳細(37/41)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 国際 8-O7 世界経済
フォーラム
がブロック
チェーン
「権利章典」
を作成して
いる理由

1月19日 世界経済フォーラムのグローバルブロックチェーン評議会が「ブロック
チェーン権利章典：分散型未来の設計原則」を作成

 背景：
 世界経済フォーラム(WEF)が開催(1月21～24日)、権利章典に関して
協議予定

 ブロックチェーン権利章典概要：
 民間セクターのリーダー、政策立案者、消費者に対し、ブロックチェー
ンテクノロジーの発展に伴うユーザーの保護方針を提案

 保護方針として、4つの柱を規定
 媒介と相互運用性：データを所有および管理する権利
 プライバシーとセキュリティ：データ保護の権利
 透明性とアクセシビリティ：システムに関する情報の権利
 説明責任とガバナンス：可能な限り理解する権利

Coindesk
https //ww

w coindesk

com/why-

the-world-

economic-

forum-is-

creating-a-

blockchain-

bill-of-

rights

8-O8 グーグル
CEO、「AI
導入のため
の国際的
ルールづく
り」を提唱

1月21日 グーグルとアルファベットのCEOを兼任するサンダー・ピチャイ氏は、AIの
運用に関する規制が必要である旨を明言

 サンダー・ピチャイ氏(グーグル及びアルファベットCEO)発言概要：
 AIの利用に一定の規制を設けるべきであることに疑いはない。ただし、
どのようなアプローチが適切であるかは、今後検討を進めることが
必要

 顔認証技術を規制する場合、その妥当性の判断は政府が担うべき。
各国の政府や規制当局がグローバルな基準を策定し、共通の価値観
を持つことが必要

 EUのGDPR(一般データ保護規則)を、AIのルールづくりの基盤とする
ことを提案

Forbes Japan
https //forb

esjapan co

m/articles/d

etail/31880

https://www.coindesk.com/why-the-world-economic-forum-is-creating-a-blockchain-bill-of-rights
https://forbesjapan.com/articles/detail/31880
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共通 国際 8-O9 ISA Global 

Cybersecur

ity Alliance
が優先プロ
ジェクトとメ
ンバーシッ
プの拡大に
より2020年
を開始

1月24日 ISA Global Cybersecurity Alliance(ISAGCA)が2020年の活動を開始、
サイバーセキュリティ分野標準化等の活動を紹介

 ISAGCA概要：
 サイバーセキュリティの脆弱性に対処するために設立されたネット
ワーク団体

 特に、サイバーセキュリティに関する4つの重点分野において活動
 Awareness & Outreach

 Compliance & Prevention

 Education & Training

 Advocacy & Adoption

 2020年の取組み概要：
 ISA / IEC 62443シリーズ規格を実装するためのわかりやすい要約ガ
イドの策定

 サイバーセキュリティ関連の全ての標準をISA / IEC 62443の原則に
相互参照する統合マトリクスの策定

 規制要件又は推奨されるプラクティスにおいてISA規格を参照してい
る各国政府との協力拡大ロードマップの策定

 システムのライフサイクルフェーズと利害関係者の役割を、各フェーズ
の管理に必要な特定の自動化サイバーセキュリティの知識、スキル、
能力にマッピングする多次元リファレンスガイドの策定

 ビルディングオートメーション、医療機器及び他セクター向けのISA / 

IEC 62443規格への業界垂直オーバーレイの公開
 自動化サイバーセキュリティの専門知識と経験を持つスピーカー及び
業界イベントにおけるコミットメントに関するデータベースの策定

The 

International 

Society of 

Automation

(ISA)

https //ww

w isa.org/te

mplates/ne

ws-

detail.aspx

?id=16011

7

https://www.isa.org/templates/news-detail.aspx?id=160117
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共通 国際 8-O10 情報セキュ
リティ管理シ
ステムの監
査員向けの
ガイダンス
が更新

1月27日 新たな情報セキュリティ関連規格として、ISO/IEC 27007:2020 

Information security, cybersecurity and privacy protection —

Guidelines for information security management systems 

auditingが発行
 ISO/IEC 27007規格概要：

 ISO/IEC JTC 1, Information technology, subcommittee SC 27, 

Information security, cybersecurity and privacy protectionが規格
を策定
 DINが事務局として、活動を主導

 ISO / IEC 27001に記載されている要件の監査およびISMS監査員の
能力に関する広範なガイダンスを提供

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref247

7.html

8-O11 ハッピー
データプライ
バシー
デー！

1月28日 IECはデータプライバシーデーにちなみ、ISO/IEC 27000シリーズ規格に
ついて紹介

 ISO/IEC 27000シリーズ規格概要：
 ISO/IEC JTC 1 Information technologyが策定を主導
 サイバーセキュリティ上の脅威へ対処するためのガイドラインを提供

 直近では、ISO/IEC 27007:2020 Information security, 

cybersecurity and privacy protection — Guidelines for 

information security management systems auditingが発行
(2020年1月)

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/happy

-data-

privacy-

day/

https://www.iso.org/news/ref2477.html
https://blog.iec.ch/2020/01/happy-data-privacy-day/
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共通 国際 8-O12 CES 2020
中にフォ
ローすべき
トレンド

1月6日 IECは、CES2020(1月7日～予定)で注目される技術トレンド及び関連
するIEC規格の重要性に言及

 CES2020で紹介されるトレンド：
 IECは、CES2020で注目される予定の技術トレンド、及び普及・促進
に際してのIEC規格の重要性を強調
 5G

 Artificial intelligence

 Extended reality

 Future of transport

 Health

 Robotics

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/01/trends

-to-follow-

during-ces-

2020/

https://blog.iec.ch/2020/01/trends-to-follow-during-ces-2020/
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共通 国際 8-O13 ダボスで、
UN 

Broadband 

Commissio

nは、持続可
能な影響の
ための包括
的で意味の
ある通信へ
の資金提供
を提唱

1月21日 ITU UNESCO Broadband Commission for Sustainable 

Developmentは、世界経済フォーラムにて「Broadband Transforming 

Lives」キャンペーンを開始
 背景：

 途上国を中心に、世界で約36憶人が通信手段を持たない現状であり、
通信手段の拡大が必要

 ITU UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development
概要：
 すべての国でブロードバンドアクセスを拡大することを目的として設立

(2010年5月)

 途上国において、民間部門と協力し、ブロードバンドアクセスを達成で
きる実用的な方法を定義

 キャンペーン概要：
 「意味のある普遍的な接続性」を促進するのに役立つ新しい資金調達
モデルを検討

 また、ITU UNICEF School Connectivity project(GIGA initiative)に
ついても紹介
 世界中の全ての村の全ての学校に接続性をもたらし、若者にデジ
タルスキルを与えることを目的に、4つの柱で構成
 人工知能(AI)などの新しいテクノロジーを使用して、学校の場所
と接続性レベルのリアルタイムマップを作成

 接続をより手頃な価格にするためのコスト予測モデル作成に係
る共通入札に資金を提供

 全ての学校をインターネットに接続し、監視システムを作成して、
インターネットサービスプロバイダーが提供する接続のレベルと
品質を監視

 子供、教師、管理者が利用できるオープンソースソリューション
に投資し、規模を拡大することで、若者にスキルを継承

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //ww

w itu.int/en/

mediacentr

e/Pages/P

R01-2020-

Broadband

-

Commissio

n-

Meaningful

-Universal-

Connectivit

y aspx

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR01-2020-Broadband-Commission-Meaningful-Universal-Connectivity.aspx
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Eｺﾏｰｽ

✔ 欧州 1-E1 ESMAが持続可能な金融に関する戦略を策定 欧州証券市場監督局(ESMA)

✔ 欧州 1-E2
【EU】欧州委、非財務情報開示指令の改正検討開始。EUタク
ソノミー影響も

Sustainable Japan

✔ ✔ ✔ 英国 1-E3
世界で最も強力な天気と気候のスーパーコンピューターに12
億ポンドを

Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ 欧州 1-E4
EUは「グリーンで気候に中立な」ヨーロッパを促進するために

1億ユーロ以上を投資
Circular.

✔ ✔ 欧州 1-E5
【EU】欧州NGO、企業の非財務情報開示が不十分と警鐘。サ
ステナブルファイナンスを阻害

Sustainable Japan

✔ ✔ 欧州/米国 1-E6 米国、EUが金融規制の動向について議論 BUCKLEY

✔ 欧州 1-E7 我々はリブラを規制できない─EU高官、情報不足を指摘
coindesk JAPAN

欧州議会

✔ ✔ 欧州 1-E8 欧州議会はグリーン認証と暗号規制に関してECBに挑戦 Finextra

✔ ✔ 欧州 1-E9
Eコマースヨーロッパは、今年最初の作業委員会を開催し成功
しました！

Ecommerce Europe

✔ ✔ 米国 1-U1

米国：ビッグデータ、個人情報プライバシーの規制：証券
取引員会とカリフォルニア州は、データの取り扱いを

2020年における優先注目事項に
mondaq

✔ ✔ ✔ 米国 1-U2
米国のリーダーたちは、シェアリングエコノミーの国際規格策
定を支援

OASIS

✔ ✔ 欧州/米国
1-U3

米国、EUが金融規制の動向について議論 BUCKLEY

✔ ✔ 米国 1-U4
米国議会は、クレジットカードの不正利用が増える中で、現金
が王様かを議論

Morning Consult

✔ 中国 1-C1 特許により中国のデジタル通貨計画の範囲が明らかに Financial Times
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✔ 中国 1-C2
金融業界規格「個人の金融情報保護のための技術仕様」が
発行

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C3
金融業界規格「分散型元帳技術のセキュリティ仕様」が
発行

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

Bitcoin.com

✔ 中国 1-C4
金融業界規格「商業銀行アプリケーションプログラム
インターフェイスセキュリティ管理仕様」が発行

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C5 金融業界規格「銀行の統一運用仕様」が発行 全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ ✔ 中国 1-C6
金融業界規格「オンラインバンキングシステムの情報
セキュリティに関する一般仕様」が発行

全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 1-C7
中国の中央銀行がブロックチェーンと銀行業について
意見を提示

Asia Crypto Today

新浪财经

✔ 中国 1-C8 中国のデジタル通貨研究が感染症により遅延 Global Times

✔ 中国 1-C9 20社以上が中国のDC / EPデジタル通貨に関与 Ledger Insights

✔ 中国 1-C10
中国共産党高官、「仮想通貨の投機とICOは金融の発展では
ない」｜禁止方針継続を主張

コインテレグラフジャパン

✔ ✔ ベトナム 1-A1
ベトナムは電子決済企業の外国人所有権を制限する計画を
廃止

VN Express

✔ インドネシア 1-A2
韓国の開示プラットフォーム『Xangle』がインドネシアの
ブロックチェーン協会と提携

Crypto Times

✔ ✔ マレーシア 1-A3
マレーシアの州がオンライン支払い促進のため
「eウォレット」を採用

Global Government Forum

✔ ✔ ✔ タイ 1-A4 タイの大学がデータ保護認定を開始 Computer Weekly.com

✔ ✔ タイ 1-A5
次世代テクノロジーのガバナンス：ビッグデータ、AI、

Eコマースにおける個人データ保護法
タイ電子取引開発庁(ETDA)
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✔ ✔ 国際 1-O1
G20、デジタル課税で米欧に溝 年内決着に暗雲も
財務相会議で原案承認 米の「骨抜き案」火種に

日本経済新聞

✔ ✔ 国際 1-O2 ICT産業は2030年までに温室効果ガスの排出を45％削減
International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ 国際 1-O3
リブラ協会、設立後2社目の新規メンバー─
ショッピファイに続き、仮想通貨ブローカーが加入へ

coindesk JAPAN

✔ 国際 1-O4 グローバルな支払いについて知らなかった5つのこと
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ 国際 1-O5
今後のウェビナー2月12日：エネルギー憲章条約(ECT)の近
代化

Clean Energy Ministerial

✔ ✔ 国際 1-O6
会議では、ソーシャルメディアの自由とセキュリティの強化を
推奨

MENAFN

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E1
国内市場：機械指令2006/42/ ECの改訂のために提案
された案に対するOrgalimのコメント

Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ 英国 2-E2
英国公認機関が発行したCE証明書の有効性に関する
ブレグジット後の更新(0086)

British Standards Institution (BSI)

✔ 欧州 2-E3 COCIRは、医療機器規制の下で事業者をサポート
European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and Healthcare 

IT Industry (COCIR)

✔ 英国 2-E4 MHRAの法律に関するガイダンス：医療機器の臨床調査

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA) 

✔ 欧州 2-E5 IVDR – MDRラベル付けの違い：IVDに適用される記号
Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E6 将来の欧州医療機器の命名法
Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E7
MDR及びIVDRの実装をサポートするために発行された
医療機器のサイバーセキュリティに関するガイダンス

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E8 MDR及びIVDRに対する2回目の正誤表
Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)
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✔ 欧州 2-E9
MedTech Europeは、患者がデバイスを利用できるようにする
ために、MDRで行動を促すフレーズを公開

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E10
1月1日に施行された医薬品の完全性と透明性に関する
スイスの規制

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E11

EDPBのデザイン及びデフォルトガイドラインによるデータ保護
に関する第25条に関する公開協議へのMedTech Europeの
参加

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E12
欧州データ保護監督者(EDPS)がデータ保護と科学研究に関
する予備的見解を発表

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ ✔ 欧州 2-E13
スマートフォンを修理する権利を得るための戦いにご参加
ください：請願書に署名してください！

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 英国 2-E14
ロンドン初のブレグジット、気候変動に対するレジリエンス戦
略計画

SMARTCITIES DIVE

✔ ✔ 欧州 2-E15 EUは二酸化チタンに関する公式規制を発表 EUROPEAN-COATINGS

✔ 欧州 2-E16
EU Health Coalitionは、ヨーロッパの野望を反映したHorizon 

Europe予算を要求

European Coordination Committee of the 

Radiological, Electromedical and Healthcare 

IT Industry (COCIR)

The EU Health Coalition

✔ スウェーデン 2-E17 SIS CEOが政府のコラボレーショングループに参加 Swedish Standards Institute (SIS)

✔ 英国 2-E18 警告：医療用フェイスマスクの偽証明書 British Standards Institution (BSI)

✔ スウェーデン 2-E19 LSS宿泊の最初の基準 Swedish Standards Institute (SIS)

✔ ✔ ✔ フランス 2-E20 フランス、廃棄物対策、循環経済法を発表
Waste360

The Guardian

✔ ✔ ✔ 欧州 2-E21 規格は建設業界のデジタル化を支援 CEN/CENELEC

✔ 欧州 2-E22 GoogleのFitbit買収はプライバシーリスクになる、とEUが警告 GIZMODE

✔ ドイツ 2-E23
DINとDKE：スマート(インテリジェント)テキスタイルに
関する活動の調整が開始

DKE/VDE
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✔ 欧州 2-E24 SNITEMスタートアップデ―
Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E25 MedTech Week 2020 –日付を抑える
Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E26
MedTech Forum 2020 –早期申し込み料金で登録する
最後のチャンス

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ 欧州 2-E27
ブリュッセルでの2020年3月27日のIHEヨーロッパとの相互運
用性トレーニング

Alliance of European Medical Technology 

Industry Associations (MedTech Europe)

✔ ✔ ✔ 米国 2-U1

関係者のインプットをもとにIoTのサイバーセキュリティーの
ベースラインを改善：NISTIR 8259の草案第2版へのパブリッ
クコメントを募集中

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ 米国 2-U2

GDPR、CCPAが連邦レベルのヘルスケアプライバシーに与
える潜在的な影響

新興のプライバシー法制は、どのようにヘルスケア産業に影
響を与えているか

JD Supra

✔ ✔ 米国 2-U3
ANSIの米国適合性認定機関(ANAB)は、Global Retail and 

Manufacturer Alliance認証を発足
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 2-U4 脳波計安全性と性能に関する新たに発表された仕様 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ ✔ ✔ 米国 2-U5 「HD-PLC」対応LONMARK規格がANSI/CTAにて承認 Business Wire

✔ 米国 2-U6
米国国家医療 IT 調整官室(ONC)は、研究目的の医療データ
とITインフラの改善を戦略目標に

Government CIO Magazine

✔ 米国 2-U7
Consumer Technology Associationは、ヘルスケアにおける

AIの規格を策定
Med City News

✔ 米国 2-U8

カリフォルニア州議会議員は、カリフォルニア州消費者
プライバシー保護法の健康、研究に関する危険性について、
緊急ステータスの改正案とともに検討

International Association of Privacy 

Professionals (IAPP)

✔ ✔ ✔ 米国 2-U9 CBRSアライアンスは、3.5GHz帯の5Gの技術仕様を公開 Mobile World

✔ 米国 2-U10
カリフォルニア州の新たなサイバーセキュリティ法は多くの医
療機器を回避していると弁護士らは指摘

Medtech Dive
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✔ 中国 2-C1

Xiao Yaqing局長が国家医薬品局の医薬品評価センター視
察において、レビューと承認プロセスの最適化と臨床に必要な
医薬品開発の推進を要求

国家市場監督管理総局(SAMR)

✔ 中国 2-C2
中国電子技術標準化研究院がコロナウィルス感染予防用品
標準情報サービスプラットフォームを開始

工業情報化部(MIIT)

✔ 中国 2-C3
国家標準化委員会(SAC)による新型コロナウイルス肺炎の予
防と管理のための国際規格の提案募集のお知らせ

国家標準化委員会(SAC)

✔ 中国 2-C4

「新型コロナウイルス肺炎予防と防止に関する標準の公共
サービスプラットフォーム」が、感染症の予防と管理を
サポートするために開始

国家標準化委員会(SAC)
中国质量报

✔ 中国 2-C5 「感染症制御」団体規格が発行
国家標準化委員会(SAC)
中国质量报

✔ 中国 2-C6
「正確な標準化された情報が新型コロナウイルス肺炎の
予防と制御に役立つ」標準データベースが開設

中国標準化研究院(CNIS)

✔ ✔ ✔ タイ
2-A1

タイの大学がデータ保護認定を開始 Computer Weekly.com

✔ タイ 2-A2

タイ生命科学研究所(TCELS)が、「医療機器へのヒューマン
ファクターエンジニアリング(ユーザビリティ)の適用」の
参加者を募集

Thailand Science Park (TSP)

✔ 国際 2-O1 物体に対する思考
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O2 AIを使用し世界的な医療不足を削減 ITU News

✔ 国際 2-O3 「健康経営」を国際標準に、2022年の成立・発行を目指す 日経BP

✔ ✔ 国際 2-O4 LED革命
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ 国際 2-O5 あなたの携帯電話の防水性はどれくらい？
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際 2-O6 新しい国際基準で建物の二酸化炭素排出量を削減
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 2-O7 比吸収率の評価における時間とコストの節約

DKE/VDE

International Electrotechnical Commission 

(IEC)
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✔ 国際 2-O8
mHealth in Europe：アンダルシアの健康と家族のディレク
ターとのQ&A

ITU News

✔ 国際 2-O9 脳の電力を活用 IEC Blog

✔ 国際 2-O10 健康状態のデータの可能性を責任を持って解放 ITU News

✔ ✔ ✔ 欧州
3-E1 国内市場：機械指令2006/42/ ECの改訂のために提案

された案に対するOrgalimのコメント
Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ スウェーデン 3-E2 5月の紹介に関する機械安全基準 Swedish Standards Institute (SIS)

✔ フランス 3-E3
未来の産業：AFNORグループはオクシタン企業のプロジェク
トを支援

Association française de normalization 

(AFNOR)

✔ ✔ ✔ 欧州 3-E4
ヨーロッパ向けスマートグリッド：CEN、CENELEC、E.DSOが
パートナーシップ契約を締結

CEN/CENELEC

✔ ドイツ 3-E5 DiTraNo DKE/VDE

✔ ✔ ✔ 欧州 3-E6 欧州委員会、インテリジェントシティチャレンジを開始 欧州委員会

✔ ✔ ✔ 欧州
3-E7

規格は建設業界のデジタル化を支援 CEN/CENELEC

✔ 米国 3-U1
提案された付加製造の規格は、部品や機械の評価を
サポート

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ 米国
3-U2

関係者のインプットをもとにIoTのサイバーセキュリティーの
ベースラインを改善：NISTIR 8259の草案第2版への
パブリックコメントを募集中

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ ✔ 米国
3-U3 ANSIの米国適合性認定機関(ANAB)は、Global Retail and 

Manufacturer Alliance認証を発足
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国
3-U4

「HD-PLC」対応LONMARK規格がANSI/CTAにて承認 Business Wire

✔ 米国 3-U5

ASTM Internationalは、ドバイで建設のための3Dプリンティン
グのワークショップを開催するほか、ウェブサイトを
開設

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)
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✔ ✔ ✔ 米国
3-U6

CBRSアライアンスは、3.5GHz帯の5Gの技術仕様を公開 Mobile World

✔ ✔ 中国 3-C1

国家規格「情報技術システムの磁場ネットワーク間の遠隔通
信と情報交換パート2：帯域内ワイヤレス充電制御プロトコル」
の策定参加者募集に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ 中国 3-C2

国家規格「情報技術システム間のリモート通信および情報交
換 LANとMAN ブリッジ LANにおける時間依存アプリケーショ
ンのタイミングと同期」の策定参加者募集に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ベトナム 3-A1
生産性向上と地域経済発展のためAPOとASEAN間の
協力を促進

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ 国際 3-O1

製造実行システムへの運用ベースのアプローチを採用
することにより、新規のISAブックは、プラントフロアの生産性
と効率を改善するための経路を概説

The International Society of Automation

(ISA)

✔ ✔ 国際 3-O2
IECアカデミーウェビナーは、循環経済の概要と標準の
役割を提供

IEC Blog

✔ ✔ ✔ 欧州
4-E1 国内市場：機械指令2006/42/ ECの改訂のために提案

された案に対するOrgalimのコメント
Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ ドイツ 4-E2 LamA-接続 DKE/VDE

✔ 欧州 4-E3
ブレグジット以降もEU・英国の基準調和を求める欧州
産業界

JETRO

✔ ✔ 英国 4-E4
イギリスは自動車産業が化石燃料を捨てるために15年間を
許容

CNN Business

✔ ✔ ✔ 英国
4-E5 ロンドン初のブレグジット、気候変動に対するレジリエンス戦

略計画
SMARTCITIES DIVE

✔ 欧州 4-E6 Hyperloopの一般的なヨーロッパ規格 ee News

✔ ✔ ドイツ 4-E7
インテリジェントな測定システムの開始-包括的な通信
プラットフォームのマイルストーン

Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

✔ ✔ ✔ 英国
4-E8 世界で最も強力な天気と気候のスーパーコンピューターに12

億ポンドを
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ ✔ ✔ 欧州 4-E9
新しいファクトシート–水素に関する当社の研究をご覧
ください！

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)
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✔ 欧州 4-E10
EU、顔認識規制の計画を緩和し、プライバシーの反発を
誘発

NS TECH

✔ ✔ ✔ 欧州
4-E11 ヨーロッパ向けスマートグリッド：CEN、CENELEC、E.DSOが

パートナーシップ契約を締結
CEN/CENELEC

✔ 国際/英国 4-E12
Eスクーターはサイクリングと同等に安全だが、規制が必要、
とレポートにて言及

EveningStandard

✔ ✔ ドイツ 4-E13
充電インフラストラクチャの電気自動車：実際の設置と操作に
関する技術ガイド

DKE/VDE

✔ 欧州 4-E14
テスラは、電気自動車モデルに利益をもたらすために
ヨーロッパのトラックトレーラー法の変更を模索

CNET

✔ ✔ ✔ 欧州
4-E15

規格は建設業界のデジタル化を支援 CEN/CENELEC

✔ ✔ ✔ 欧州
4-E16

欧州委員会、インテリジェントシティチャレンジを開始 欧州委員会

✔ 欧州 4-E17
LEVA-EUがヨーロッパのスピードペダルのルールを緩和
することを主張

Cycling Industry.News

✔ ✔ 欧州 4-E18 EESCでのバッテリーに関する議論
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ 米国 4-U1
連邦レベルの枠組みが不在の状況において、自動運転の課
題が幅広い普及を阻止

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

✔ 米国 4-U2
SAEは、ルート上の機械化された接触伝達方式の電気
自動車充電システムの推奨される施策を発行

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U3 米国連邦航空局は、ドローンの型式認証の政策案を提示 Avionics International

✔ 米国 4-U4
米国は、自動運転車に人間のドライバーに関連する安全規則
の除外を許可

Journal Standard

✔ 米国 4-U5 米国議会下院は、近く自動運転車に関する法案を作成 The Hill

✔ ✔ 米国 4-U6
大統領の政治動向は、電気自動車の充電規格に影響を
与えるか？

JD Supra

✔ 米国 4-U7
SAE InternationalとISOは、自動運転のサイバーセキュリティ
エンジニアリングに関する初めての規格を発行

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ ✔ ✔ 米国 4-U8 知っていましたか？
American National Standards Institute 

(ANSI)
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✔ ✔ ✔ 米国
4-U9 米国のリーダーたちは、シェアリングエコノミーの国際規格策

定を支援
OASIS

✔ 米国 4-U10
Wingは、ドローンのリモートIDに関する声明を発表し、レクリ
エーション目的の飛行を支持：「すべての人にオープンな空を」

Drone Life

✔ 米国 4-U11
カリフォルニアの新たな法規制はコネクテッドカーにとって厄
介な問題を生み出す

Automotive News

✔ 米国 4-U12 自動運転車 JD Supra

✔ ✔ 米国 4-U13
ANSIはリチウムに関する新たなISO技術委員会の提案への
コメントを募集

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 4-U14
米国国家運輸安全委員会(NTSB)の半自動運転車に
関する勧告を受けた声明

Advocates for Highway and Auto Safety

✔ 米国 4-U15

SAE ITC、Bell、Garrett Motion、Global Strategic Solutions
、VHM Innovationsは、Health-Ready Component & 

Systems(HRCS)コンソーシアムを発足

Society of Automotive Engineers 

International (SAE)

✔ 米国 4-U16 RTCA, IncとASTM Internationalは、MoUを締結
American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ 米国
4-U17

CBRSアライアンスは、3.5GHz帯の5Gの技術仕様を公開 Mobile World

✔ 米国 4-U18
米国下院エネルギー・商業委員会は、自動運転車の未来を協
議

Jones Day

✔ 中国 4-C1
車両の推奨国家規格「車両品質監視の技術的条件」の
ドラフトに対する意見募集

全国自動車標準化技術委員会

(SAC/TC114)

✔ 中国 4-C2
自動車業界規格「電動バイクおよび電動モペット用DC / DCコ
ンバーターの技術条件」のドラフトに対する意見募集

全国自動車標準化技術委員会

(SAC/TC114)

✔ ✔ 中国
4-C3

国家規格「情報技術システムの磁場ネットワーク間の遠隔通
信と情報交換パート2：帯域内ワイヤレス充電制御プロトコル」
の策定参加者募集に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ 中国
4-C4

国家規格「情報技術システム間のリモート通信および情報交
換 LANとMAN ブリッジ LANにおける時間依存アプリケーショ
ンのタイミングと同期」の策定参加者募集に関するお知らせ

中国電子技術標準化研究院(CESI)
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✔ 中国 4-C5
全国情報技術標準化技術委員会IoT小委員会コネクティッド
ビークル研究グループのメンバー募集のお知らせ

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ 中国 4-C6
規格発表会の開催の延期に関する全国自動車標準化
技術委員会からのお知らせ

全国自動車標準化技術委員会

(SAC/TC114)

✔ シンガポール 4-A1
4月から歩道におけるすべての電動モビリティデバイスの
利用を禁止：政府

TODAY

✔ マレーシア 4-A2 投資家は事業計画を明らかにしなければならない New Straits Times

✔ マレーシア 4-A3 マレーシアが国家自動車政策2020を開始 mondaq

✔ 国際 4-O1
SAE、自動車のサイバーセキュリティエンジニアリングの
ための共同規格のISOのドラフトを発行

Industry Week

✔ 国際/英国
4-O2 Eスクーターはサイクリングと同等に安全だが、規制が必要、

とレポートにて言及
EveningStandard

✔ 国際 4-O3 信頼可能なモバイル運転免許証の新しい基準 IEC Blog

✔ 国際 4-O4 RFIDデバイスの国際標準シリーズ IEC Blog

✔ 国際 4-O5
ドライバーエクスペリエンスの変革：インテリジェントカーのボン
ネットの下にあるコネクテッドテクノロジー

ITU News

✔ ✔ ✔ 国際 4-O6 水素貯蔵の重要な新基準 IEC Blog

✔ 欧州 5-E1
EU、森と森林地帯に関する知識を改善するために新しい森林
情報システムを開始

欧州環境庁(EEA)

✔ ✔ ドイツ 5-E2
BMZ GroupとVDE Renewablesは、バッテリーテクノロジー
の分野で戦略的パートナーシップを形成

VDE

✔ ✔ 欧州
5-E3 スマートフォンを修理する権利を得るための戦いにご参加

ください：請願書に署名してください！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ デンマーク 5-E4
【デンマーク】国会、使い捨てレジ袋禁止法案可決。その他の
袋も有料化。2021年1月1日施行

Sustainable Japan

✔ ✔ ドイツ 5-E5 政府は返品の廃棄を防ぐために草案を採用
Händlerbund

連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU)

✔ ✔ 欧州
5-E6 EUは「グリーンで気候に中立な」ヨーロッパを促進するために

1億ユーロ以上を投資
Circular.

✔ ✔ 欧州
5-E7

EUは二酸化チタンに関する公式規制を発表 EUROPEAN-COATINGS
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✔ 欧州 5-E8 専門家募集–循環経済とプラスチック
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州
5-E9 新しいファクトシート–水素に関する当社の研究をご覧

ください！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州
5-E10 【EU】欧州NGO、企業の非財務情報開示が不十分と警鐘。サ

ステナブルファイナンスを阻害
Sustainable Japan

✔ ✔ 英国 5-E11
英国政府が洋上風力グリーン水素プロジェクトに資金を
提供

riviera

✔ ✔ 欧州 5-E12
欧州海運業界は、EUグリーンディールに関するポジション
ペーパーを発行

Hellenic Shipping News Worldwide

✔ 欧州 5-E13
産業と投資に関する対話を促進する新しい欧州議会間
グループ

Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ 欧州/米国
5-E14

米国、EUが金融規制の動向について議論 BUCKLEY

✔ 欧州 5-E15
新しいファクトシート–プラスチックペレットに関する当社の成果
をご覧ください！

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ 欧州 5-E16
将来のEU-UKパートナーシップ：交渉指令に関する質問と回
答

欧州委員会

✔ ✔ ✔ フランス
5-E17

フランス、廃棄物対策、循環経済法を発表
Waste360

The Guardian

✔ ドイツ 5-E18
ゆりかごからゆりかごまでの会議 2020のパートナーとしての

DIN
Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ 米国 5-U1 プラスチックに関する物議を醸す法案が提案 Packaging World

✔ ✔ 米国 5-U2 再生可能燃料規格Green-eの関係者コメント期間が開始 Green-e

✔ ✔ 欧州/米国
5-U3

米国、EUが金融規制の動向について議論 BUCKLEY

✔ 米国 5-U4 連邦法は、プラスチック、リサイクルに焦点
Waste Today

Recycling Today

✔ 米国 5-U5
e-Stewardsは、倫理的な電子製品のリサイクル・改修に
関する規格を改定

Waste Today
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✔ シンガポール 5-A1 特定のプラスチック廃棄物の越境通過を規制 The Straits Times

✔ ✔ マレーシア 5-A2
Teresa Kok 大臣がB20バイオディーゼルプログラムを2021
年6月に全国展開すると発言

malaymail

✔ ✔ ベトナム 5-A3
ベトナムエネルギー計画 2.0は、再生可能エネルギーを
より強調

Viet Nam News

✔ ✔ マレーシア 5-A4

温室効果ガス(GHG)排出量の削減に向けて：B20バイオ
ディーゼル燃料プログラムをサポートするために策定
された2つの新規格

マレーシア標準局(JSM)

✔ 国際 5-O1
【国際】UNEPとIUCN、生態系に基づく適応で国際ファンド設
定。ドイツ政府が70億円資金拠出表明

Sustainable Japan

✔ ✔ ✔ 国際
5-O2

新しい国際基準で建物の二酸化炭素排出量を削減
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ 国際/日本 5-O3
「持続可能な社会を実現する3つの社会システム」のシンボル
マークを制定し、技術開発総合指針を策定

NEDO

✔ ✔ ✔ 国際
5-O4

水素貯蔵の重要な新基準 IEC Blog

✔ ✔ 国際
5-O5 IECアカデミーウェビナーは、循環経済の概要と標準の

役割を提供
IEC Blog

✔ ✔ ドイツ
6-E1

LamA-接続 DKE/VDE

✔ ✔ 英国
6-E2 イギリスは自動車産業が化石燃料を捨てるために15年間を

許容
CNN Business

✔ 欧州 6-E3
環境NGOは、EU機関に対し、化石燃料を使用しない統合政
策を採用するよう要請

European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ドイツ
6-E4 BMZ GroupとVDE Renewablesは、バッテリーテクノロジー

の分野で戦略的パートナーシップを形成
VDE

✔ ノルウェー 6-E5
ノルウェーは2030年の気候目標55％に向けて、少なくとも

50％に引き上げ
ノルウェー政府

✔ ✔ ✔ 英国
6-E6 ロンドン初のブレグジット、気候変動に対するレジリエンス戦

略計画
SMARTCITIES DIVE
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✔ ✔ ドイツ
6-E7 インテリジェントな測定システムの開始-包括的な通信

プラットフォームのマイルストーン
Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

✔ ✔ ✔ 英国
6-E8 世界で最も強力な天気と気候のスーパーコンピューターに12

億ポンドを
Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy (BEIS) 

✔ 欧州 6-E9
エネルギー：EUの優先プロジェクトは2050年の気候目標と整
合する必要

欧州議会

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E10 新しいファクトシート–水素に関する当社の研究をご覧

ください！
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E11 ヨーロッパ向けスマートグリッド：CEN、CENELEC、E.DSOが

パートナーシップ契約を締結
CEN/CENELEC

✔ ✔ 英国
6-E12 英国政府が洋上風力グリーン水素プロジェクトに資金を

提供
riviera

✔ ✔ 欧州
6-E13 欧州海運業界は、EUグリーンディールに関するポジション

ペーパーを発行
Hellenic Shipping News Worldwide

✔ ✔ ドイツ
6-E14 充電インフラストラクチャの電気自動車：実際の設置と操作に

関する技術ガイド
DKE/VDE

✔ ✔ 欧州
6-E15 将来のEU-UKパートナーシップ：交渉指令に関する質問と回

答
欧州委員会

✔ ドイツ 6-E16
【ドイツ】フラウンホーファー研究機構、20MW風力タービンの
実証試験環境整備。大型化に対応

Sustainable Japan

✔ 欧州 6-E17 EU、国境炭素税の21年の導入検討 規制緩い国に課税 日本経済新聞

✔ ✔ ✔ 欧州
6-E18

欧州委員会、インテリジェントシティチャレンジを開始 欧州委員会

✔ ドイツ 6-E19

BlockClass
エネルギー部門におけるブロックチェーンのユースケースの分
類

DKE/VDE

✔ ✔ 欧州
6-E20

EESCでのバッテリーに関する議論
European Environmental Citizens 

Organisation for Standardisation (ECOS)

✔ ✔ ✔ 米国
6-U1

関係者のインプットをもとにIoTのサイバーセキュリティーの
ベースラインを改善：NISTIR 8259の草案第2版へのパブリッ
クコメントを募集中

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)
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✔ 米国 6-U2
州は待てない：エネルギー貯蔵に関するリーダーシップは、ワ
シントンDC以外からも

Energy Storage

✔ 米国 6-U3 米国の気候変動戦略に革命をもたらす下院法案の内容 JD Supra

✔ 米国 6-U4
エネルギー、サステイナビリティに関するワシントンDCにおけ
るアップデート：2020年2月

National Law Review

✔ ✔ 米国
6-U5 大統領の政治動向は、電気自動車の充電規格に影響を

与えるか？
JD Supra

✔ ✔ ✔ 米国
6-U6

知っていましたか？
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 6-U7
米国下院エネルギー・商業委員会は、6のエネルギーR&D法
案へのヒアリングを実施

American Society of Mechanical Engineers 

(ASME)

✔ ✔ 米国
6-U8

再生可能燃料規格Green-eの関係者コメント期間が開始 Green-e

✔ 米国 6-U9
全米公共事業規制委員会(NARUC)は、新たな分散型
電源の相互接続規格を採択

Daily Energy Insider

✔ ✔ ✔ 米国
6-U10

「HD-PLC」対応LONMARK規格がANSI/CTAにて承認 Business Wire

✔ ✔ 米国
6-U11 ANSIはリチウムに関する新たなISO技術委員会の提案への

コメントを募集
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 6-U12

米国貿易開発庁(USTDA)による南部アフリカのエネルギー貯
蔵規格に関するワークショップが、African Utility Weekの公
式サイドイベントに

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ インドネシア 6-A1
インドネシアはグリーンエネルギープロジェクトを推進するため
に契約スキームを修正

The Jakarta Post

✔ ✔ マレーシア
6-A2 Teresa Kok 大臣がB20バイオディーゼルプログラムを2021

年6月に全国展開すると発言
malaymail

✔ インドネシア 6-A3
LEDのSNIに関して インドネシア電灯産業協会「時間を
待つのみ」

インドネシア国家標準管理庁(BSN)

✔ ✔ ベトナム
6-A4 ベトナムエネルギー計画 2.0は、再生可能エネルギーを

より強調
Viet Nam News
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✔ ✔ マレーシア
6-A5

温室効果ガス(GHG)排出量の削減に向けて：B20バイオ
ディーゼル燃料プログラムをサポートするために策定
された2つの新規格

マレーシア標準局(JSM)

✔ ✔ 国際
6-O1

LED革命
International Electrotechnical Commission 

(IEC)

✔ ✔ ✔ 国際
6-O2

新しい国際基準で建物の二酸化炭素排出量を削減
International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ ✔ 国際/日本
6-O3 「持続可能な社会を実現する3つの社会システム」のシンボル

マークを制定し、技術開発総合指針を策定
NEDO

✔ ✔ ✔ 国際
6-O4

水素貯蔵の重要な新基準 IEC Blog

✔ ✔ 国際
6-O5

ICT産業は2030年までに温室効果ガスの排出を45％削減
International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ 国際
6-O6 今後のウェビナー2月12日：エネルギー憲章条約(ECT)の近

代化
Clean Energy Ministerial

✔ ✔ ドイツ
7-E1

政府は返品の廃棄を防ぐために草案を採用
Händlerbund 

連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU)

✔ フランス 7-E2

Bruno Le MaireとCédricOは、ヨーロッパレベルでのデジタル
プラットフォームの規制に特化したワーキンググループを立ち
上げ

Ministère des E'conomie et des Finances 

(MINEFI)

✔ 欧州 7-E3 現状：デジタルサービス法(DSA)パッケージ
Ecommerce Europe

✔ 欧州 7-E4
Eコマースヨーロッパは、新しいプラットフォームワーキング委
員会を立ち上げ

Ecommerce Europe

✔ ✔ ✔ フランス
7-E5

フランス、廃棄物対策、循環経済法を発表
Waste360

The Guardian

✔ ✔ 欧州
7-E6

欧州議会はグリーン認証と暗号規制に関してECBに挑戦 Finextra

✔ ✔ 欧州
7-E7 Eコマースヨーロッパは、今年最初の作業委員会を開催し成功

しました！
Ecommerce Europe
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✔ 米国 7-U1
トランプ大統領は、模造品のオンライン販売を対象にした
大統領令に署名

Jurist

✔ ✔ 米国
7-U2

米国：ビッグデータ、個人情報プライバシーの規制：証券
取引員会とカリフォルニア州は、データの取り扱いを

2020年における優先注目事項に
mondaq

✔ ✔ ✔ 米国
7-U3

知っていましたか？
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ 米国 7-U4
米国規格協会(ANSI)は、消費者事故調査に関する新たな

ISO規格提案へのコメントを募集
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ 米国
7-U5 米国のリーダーたちは、シェアリングエコノミーの国際規格策

定を支援
OASIS

✔ ✔ 米国
7-U6 米国議会は、クレジットカードの不正利用が増える中で、現金

が王様かを議論
Morning Consult

✔ ✔ 中国
7-C1 金融業界規格「オンラインバンキングシステムの情報セキュリ

ティに関する一般仕様」が発行
全国金融標準化技術委員会(SAC/TC180)

✔ 中国 7-C2

国務院共同予防抑制機構が2月27日15時に北京国国二招宾
馆東館3階(北京市西子門南街6号)のミドルホールで、違法な
野生生物市場取引の禁止と取締りの導入に関する記者会見
を開催

中国政府

✔ ✔ ベトナム
7-A1 ベトナムは電子決済企業の外国人所有権を制限する計画を

廃止
VN Express

✔ ✔ マレーシア
7-A2 マレーシアの州がオンライン支払い促進のため「eウォレット」

を採用
Global Government Forum

✔ ✔ ✔ タイ
7-A3

タイの大学がデータ保護認定を開始 Computer Weekly.com

✔ ✔ タイ
7-A4 次世代テクノロジーのガバナンス：ビッグデータ、AI、

Eコマースにおける個人データ保護法
タイ電子取引開発庁(ETDA)

✔ 国際 7-O1
消費者保証の新しい基準により、サプライチェーン上の
全員を同じ内容で保護

International Organization for 

Standardization (ISO)

✔ 国際 7-O2
eコマースプラットフォームShopifyがFacebookのデジタル通
貨Libra運営団体に加盟

TechCrunch Japan
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✔ ✔ 国際
7-O3 G20、デジタル課税で米欧に溝 年内決着に暗雲も

財務相会議で原案承認 米の「骨抜き案」火種に
日本経済新聞

✔ ✔ 国際
7-O4 会議では、ソーシャルメディアの自由とセキュリティの強化を

推奨
MENAFN

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E1 CEN及びCENELECのBSIのメンバーシップ Deutsches Institut für Normung .(DIN)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E2 ヨーロッパがAIの新たな厳しいルールを検討 Bloomberg Law

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E3
責任者がFacebookはEUの基準に適応する必要があると言
及

CNBC

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E4
Apple、Google、Facebookの幹部がEUのAI新イニシアチブ
発表前にブリュッセル詣で

Itmedia

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E5
欧州委員会のデジタルパッケージ：ヨーロッパのデジタルの未
来に向けたロードマップ

Orgalim

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E6
欧州のデジタル未来の形成：欧州委員会、データとAIの
戦略を発表

欧州委員会

Itmedia

✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E7
グーグル、英ユーザーのデータ管轄先をEUから米国に
移管へ

REUTERS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E8
VDEがAI向けの最初の国際的に合意された倫理的ラベリン
グを開発

VDE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国/欧州 8-E9
テクノロジー規格協力を通じて、AIを米国・英国デジタル
貿易に統合：金融サービス、自動車、医薬品

SIIA

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E10
VDEの調査「技術的主権」：5G、マイクロエレクトロニクス、AI
がビジネス拠点としてのドイツの将来を決定

VDE

✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E11
ボッシュ：人工知能の活用に関する「越えてはならない
一線」を策定

Mortor-Fan

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E12 欧州委、「データの単一市場」を提唱 JETRO

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E13 欧州委員会の「デジタルウィーク」：簡単な更新 Ecommerce Europe
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ﾌｧｸﾁｬﾘﾝ

ｸﾞ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

資源
循環

ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E14 意思形成と決定を支援 DKE/VDE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E15

ETSIは、第5世代の固定ネットワークで新しいグループを立ち
上げ、ファイバーからホームへ、そしてファイバーからすべて
へのパラダイムをシフト

European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 欧州 8-E16 「注目の欧州の産業戦略」を発表 Europe’s Technology Industries (Orgalim)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ドイツ 8-E17 貿易円滑化と安全な製品の場合 DKE/VDE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U1
イーソルが推進するSHIMが国際標準規格IEEE Std 2804と
して認定

PR TIMES

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U2
連邦レベルのプライバシー法により、テック企業をチェック
し続けることが可能

Financial Times

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U3
規格は、ビジネスの強靭性をサポート：NISTはサイバー
サプライチェーンリスクマネジメント戦略を発表

American National Standards Institute 

(ANSI)

National Institute of Standards and 

Technology (NIST)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U4
フィードバックの提出を：連邦機関の適合性審査に関する

NISTガイダンス
American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U5

米国国防省は、Cybersecurity Maturity Model Certification 

1.0を発行：施行後は国防省の契約企業や
サプライヤーは契約前提として認証が必須

Mayer Brown

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U6
Foreign Investment Rules Take Forceの発足に伴い、
センシティブな個人情報に関心が集中

JD Supra

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U7
連邦取引委員会(FTC)消費者保護局長が、データセキュリ
ティ指令の特徴をハイライト

Reed Smith

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U8 連邦データ保護局を創設するとき The Hill

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U9
カリフォルニア州消費者プライバシー保護法(CCPA)の
改訂された規制

National Law Review

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U10
カリフォルニア州消費者プライバシー保護法に関する裁判の
波が目前に

Computer Fraud / Data Protection

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国/欧州
8-U11 テクノロジー規格協力を通じて、AIを米国・英国デジタル

貿易に統合：金融サービス、自動車、医薬品
SIIA
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ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Eｺﾏｰｽ

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U12

IEEE Future Networksイニシアチブは、開発者が5Gや
未来のネットワーク実装のための課題を特定し克服するのを
支援するため、International Network Generations 

Roadmapを発表

IEEE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U13 統一州法委員会は、プライバシー法策定に動く iapp

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U14

IEEEは、世界の企業、政府、その他の関係者に自律型、
インテリジェントシステムの倫理認証プログラムの拡大を
呼びかけ

IEEE Standard Association

✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U15
ASTM Internationalは、大規模な標準化会合をプラハで
開催予定

American Society for Testing and Materials 

International (ASTM)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U16
産業界からの参加を募集：USTDAの米国・インド太平洋
規格・技術協力プログラムのASEANでの5Gワークショップ

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U17

AIタスクフォースのヒアリング：公正なアルゴリズム：金融サー
ビスでのAIのバイアスを削減する方法を検討する

– 機会と課題に関する主な証言
DLA Piper

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 米国 8-U18
日程の確保を：ANSIの企業会員フォーラム2020の春季会合
が6月9日～10日に予定

American National Standards Institute 

(ANSI)

✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C1
工業情報化部は、チャイナテレコム、チャイナユニコム、チャイ
ナラジオ&テレビに、5Gの屋内周波数の共同使用を許可

工業情報化部(MIIT)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 中国 8-C2

オープンソースライセンス(MulanPSL v2)がOSI認定を受け、
初の中国語と英語のバイリンガル国際オープンソースライセン
スに

中国電子技術標準化研究院(CESI)

✔ ✔ ✔ ✔ インドネシア 8-A1 安全性を優先し、BSNはSNIモバイルバッテリーを発行 国家標準化庁(BSN)

✔ ✔ ✔ ✔ タイ 8-A2 5Gがいよいよ現実に Bangkok Post

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ インドネシア 8-A3
Jokowiがマイクロソフトのデータセンターへの投資に対する簡
単な規制の策定を約束

The Jakarta Post

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ タイ 8-A4 AIテクノロジーにおける倫理の世界を開拓 タイ電子取引開発庁(ETDA)
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O1 IBMのPolicy LabはAI規制を要求 Tech Target

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O2 IECの新しいメンバー：ガーナとウガンダ IEC Blog

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O3 新しい国際規格で生体認証データを同じ形式に保持

International Organization for 

Standardization (ISO)

ベトナム規格・計量・品質総局 (STAMEQ)

✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O4 IoTを標準化するためのIECロードマップ IEC Blog

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O5
UN / CEFACTは、プロジェクト「ブロックチェーンサービス
インフラストラクチャ」への参加を募集

The United Nations Centre for Trade 

Facilitation and Electronic Business 

(UN/CEFACT) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O6
標準は、クライアントがAIテクノロジーを使用してビジネスを信
頼するのを支援

IEC Blog

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O7
2020 AI for Good Global SummitによるAIを活用した世界規
模の問題解決のスケーリング

ITU News

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O8
WSISフォーラム2020：「開発のためのICT」コミュニティの世
界最大の年次集会のためにメディア登録を開始

International Telecommunication Union 

(ITU)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O9
デジタルSMEまたはスタートアップ？デジタルイノベーション
チャレンジに参加

European Commission: Internal Market, 

Industry, Entrepreneurship and SMEs. 

Standardization mandates

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 国際 8-O10
アフリカパビリオンは、Good Global SummitにおいてITUの

AI展示を盛り上げ
ITU News
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欧州によるファイナンス分野における政策動向：
欧州証券市場監督局(ESMA)による戦略発表 (参照番号：1-E1)

欧州証券市場監督局(ESMA)は持続可能な金融に関する戦略において、ESMAの
活動の中心に持続可能性を置き、ESG要素を組み込むことを約束

ファイナンス 参照番号：1-E1 今月のピックアップ

背景

優先事項

EU関連分野
への影響

タイトル
The European Securities and Mar  

Authority (ESMA：欧州証券市場監督局)
策定者「Strategy on Sustainable Finance」

 EUは、2015年「持続可能な開発のための国連2030アジェンダ」 の履行を発表したほか、2016年「気候変動に関する
パリ協定」を批准
 効率的かつ循環的な経済は、EU経済の長期的な競争力を確保する上で重要
 民間資本をより持続可能な投資へと移行し、経済の透明性と長期主義を促進することで、金融システムの移行において重要な役割を担当

 ESMAは「戦略的オリエンテーション2020-2022」を発表(2020年1月)
 持続可能な投資への移行を支援する上で、 ESMAが重要な役割担うことを説明

ESMA議長
Steven Maijoor氏

金融市場は変化の段階にある。
投資家はグリーンで社会的に責任のある商品
の選択するよう移行し、サステナビリティ要因
が投資のリスク、リターン、価値にますます
影響を及ぼしている

 欧州委員会採択の「EU’s action plan on financing sustainable growth」(2018年3月)の達成を促進

持続可能な
金融戦略
概要
(抜粋)

 戦略で強調されたESMAの重要な優先事項を提示
 開示規則を介した透明性義務に関する規制枠組みの完了
 持続可能な金融の傾向、リスク、脆弱性(TRV)に関する報告
 気候変動による財務リスクの分析
 ESG要因に関する国家監督慣行の収束の追求
 持続可能な金融に関するEUプラットフォーム への参加
 直接監督におけるESGガイドラインの順守

出所：ESMA関連HP等の公開情報に基づきDTC作成

※1 EBA:European Banking Authority※2 EIOPA:European Insurance and Occupational Pensions Authority

実行内容
(抜粋)

 上記の優先事項を実現のために、ESMAは下記ステップを実行予定
 透明性：EBA※1及びEIOPA※2と協力し、開示規則を補足する共同技術基準を作成
 TRVレポート：グリーンボンド、ESG投資、排出枠取引に関連する指標を含む、TRVレポートに専用の章を包含
 金融リスク：分析目的で自由に使用可能なデータを使用し、異なる市場セグメントでの気候関連ストレステストを潜在的に網羅

 監督の収束：特にグリーンウォッシングのリスクの軽減、誤販売の防止、非財務情報の報告における透明性と信頼性の育成に
焦点

 持続可能な金融に関するEUプラットフォーム：EUタクソノミーの開発・維持を支援し、持続可能な金融への資本フローを監視
 直接的監督：ESMAが直接監督する事業体でESGガイドラインの順守を監視し、新しい監督上の指示受け入を準備
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米国によるヘルスケア分野における標準化動向:

AI関連用語・データ規格の発行 (参照番号：2-U7)

米国のCTAはヘルスケアにおけるAI関連の用語やデータの完全性、信頼性に関する
規格ANSI/CTA規格を策定し、ANSIが当規格を認定

CTA

による
ヘルス
ケア分野
における
直近の
標準化
動向

出所：CTA 公式HP、ANSI 公式HP及びその他公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

規格策定
体制

 当該規格は医療向けAIに関連する用語を定義するほか、データの完全性の向上やバイアスの低減によるAIの
信頼性の向上のためのガイドラインを提示
 用語に関しては、特に近年頻繁に議論上で使用機会が増加している「データの匿名化」、「遠隔患者モニ

タリング」、「アクティブインテリジェンス」について共通概念を定義
 ガイドラインに関しては、医療にAI技術を活用する際の誤った意思決定の際発生し得る健康と安全性へ

の影響や、医療向けアルゴリズムのトレーニング時における注意事項を規定
 他の医療機器業界では長年かけ規制やルール作りを行ってきた一方、AIに関しては成長スピードに追い付くた
め迅速な規制枠組みの動きが必要であることなど現状課題についても指摘

規格概要

規格名称
ANSI/CTA-2089.1

-2020 Definitions/Characteristics of Artificial Intelligence in Health Care

規格活用
に向けた
動向

 CTA「R13 Artificial Intelligence Committee」委員会内のワーキンググループである「Artificial 

Intelligence in Health Care」が主体
 医療団体やグローバルテック企業、デジタルヘルススタートアップら多数の団体が策定に協力

 米国医師会(AMA)、HumanaやAmazon、Google、Microsoft、
Livongo、MindMaze、CarePredictなど合計50以上の団体からの意見を聴取

策定背景
 近年様々なベンチャー企業・大規模メーカーがAIを用いた診断装置・機器を開発している一方、特定のAI関連
用語に不確実性と曖昧さがあり、技術の実装に遅延や混乱が発生

 今後本規格で規定した医療に関するAI用語を基に、具体的な医療用AI機器及びそれらを用いた治療プロセス
についても標準化を進める予定

 FDA(食品医薬品局)は本規格の策定を受けて、「医療デバイスとしてのソフトウェアにおける人工知能と機械
学習」の規制枠組みを提案しており、本規格が参考/参照される可能性

ヘルスケア 参照番号：2-U7今月のピックアップ
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米国によるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向：
3Dプリンタ関連規格の発表 (参照番号：3-U1)

ASTM Internationalは、レーザー粉末床溶融結合法を用いる3Dプリンターや製造
された部品の品質管理に関する規格を策定中

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-U1今月のピックアップ

規格名称
(仮称)

策定機関

策定
ステータス

規定内容

目的

出所：ASTM International HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

規格対象
使用者

(想定)

WK71395 New Practice for Additive Manufacturing

– Accelerated Quality Inspection of Build Health for Laser Beam Powder Bed Fusion Process

 ASTM International

 委員会：F42 on Additive Manufacturing Technologies下のサブ委員会「F42.01 on Test Methods」

 F42にて規格策定を開始(2020年1月15日)

 規格策定に係る会合を開催(2月10日～14日@米国テキサス州エルパソ)

 既存のツールを使い立体の正確性や素材の強度を迅速に測定するための要件を規定
 レーザー粉末床溶融結合法を用いる3Dプリンターに関する品質管理に関する既存の規格の
問題点や規格の不在を解消する検査手法を策定
• 既存の要件を満たした冶金プロセス(QMP)に関する規格(MSFC-SPEC-3717等)は
評価に時間がかかりすぎることが問題

• 製造された部品の確認、モニタリングに関するガイダンスが現状では不在
• なお、本規格で策定される検査手法は、他3Dプリンティング手法にも応用される可能性有

 レーザー粉末床溶融結合法を用いる3Dプリンターとそれにより製造された部品の性能や品質を迅速に検査す
る手法の提供

 製造業者や試験所、政府機関を始めとする関係者

ASTM

による
3Dﾌﾟﾘﾝﾀ
分野に
おける
直近の
標準化
動向
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米国によるスマートマニュファクチャリング分野における標準化動向：
3Dプリンティング分野における協力関係構築 (参照番号：3-U5)

ASTM Internationalは、建築のための3Dプリンティングの最新動向や標準化に
関するワークショップをUAEで開催予定(4月14日@ドバイ)

ワークショップ
の開催

(要旨)

 ASTMは、建築のための3Dプリンティングの最新動向や標準化に関する
ワークショップをUAEで開催予定(4月14日@ドバイ)

【ワークショップ主催者】

 ASTM International UAE支部

 ASTM International AMセンター・オブ・エクセレンス(CoE)

【主要トピック】

 AMの建築における活用

 素材開発

 建物の構造と設計

 建築園芸

 ASTM UAE支部は、メンバーやイベント、標準化を含む各種活動紹介のため、ウェブサイトを新設

背景

 ASTM Internationalは、アラブ首長国連邦(UAE)にて新興技術領域においてUAEの専門家との
連携を強化する意向を表明
 建築、サステイナビリティ、エネルギー、効率性、グリーンビルディング等領域を対象

建物・建築領域における付加製造(AM)の活用は高い可能性を保有している一方、ステークホルダー
の理解の促進や規格による基準整備等が課題
 建設のリードタイム、コスト、労働の削減や現場での製作と自動化、地球外での建築といった利点が期待されることから同領域
における製作方法や素材、プロセスに関する国際規格整備の需要が増加

出所：ASTM International HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

スマートマニュファクチャリング 参照番号：3-U5今月のピックアップ

 AM建築におけるロボティクス

 建物と建築のためのAM技術の種類

 試験、検査、標準化、適格性、認証

 地球外のAM建築他
ワークショップの案内
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欧州によるモビリティ分野における標準化動向：
ドイツによる電気自動車充電インフラの標準化 (参照番号：4-E13)

ドイツは充電ステーション拡充のためのマスタープランを発行。その一環として
DKE/VDEは、電気自動車充電インフラストラクチャに関する技術ガイド第3版を発表

技術ガイド：電気自動車 充電インフラストラクチャ 第3版
(Der technische Leitfaden: Ladeinfrastruktur Elektromobilität Ver3)

タイトル

 下記組織・協会より構成されるプロジェクトチームにより策定・発行
 DKE: Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 

in DIN und VDE

 BDEW: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

 ZVEH: Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke

 ZVEI: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie

 VDE|FNN: Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE

策定者

背景

 ドイツ政府は、気候目標達成のための2030年気候保護プログラム(Klimaschutzprogramm 2030)を採択(2019年10月)

 当プログラム対策の一部として、電気自動車の充電インフラストラクチャの開発を重要視し、
充電ステーションインフラストラクチャマスタープラン(Masterplan Ladeinfrastruktur)を採用(2019年11月)
 今後2年間で、50,000の公的アクセス可能な充電ポイント構築し、

2030年迄に最大1,000万台の充電ポイント設置を目標として提示

 充電インフラストラクチャの専門家の計画、構築、運用において考慮すべき項目を明確化し、危険やコスト
増に係る投資を回避するための情報を提供すべく、下記に係るアクション及び推奨事項を提示
 充電インフラストラクチャを計画、設定、運用する際に考慮すべきことは何か？
 潜在的な危険やコスト増となる負の投資をどのように回避できるか？
 充電インフラストラクチャの文脈において関連する標準と規制は何か
 将来、インテリジェントな電力グリッドと誘導充電はどのような役割を果たすか？

技術ガイド
における
規定事項

(要旨)

2020年1月(改訂)発行時期

技術
ガイド
の発行

出所：ドイツ連邦政府、DKE HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

モビリティ 参照番号：4-E13今月のピックアップ
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米国によるモビリティ分野における標準化動向：
自動車サイバーセキュリティ関連規格の策定 (参照番号：4-U7, O1)

SAE InternationalとISOは、自動車のサイバーセキュリティに関する新規格
ISO/SAE 21434を策定中

出所：SAE International HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

モビリティ 参照番号：4-U7, O1今月のピックアップ

策定機関

策定
ステータス

規定内容

目的

(参考)

他ルール
との関係

ISO/SAE 21434 Road Vehicles - Cybersecurity Engineering

 国際標準化機構(ISO)

 委員会：TC 22 Road Vehicles／SC 32 Electrical and Electronic Components and General System Aspects

下のWG「WG 11 Cybersecurity」

(※TC22/ SC 32の事務局は日JISC、WG11コンビーナは独DINが担当)

 SAE International

 委員会：Vehicle Cybersecurity Systems Engineering Committee

(※当委員会議長は米FordのLisa Boran氏)

 現在策定作業中(2020年2月より12週間のDIS投票を開始)

 自動車のライフサイクル全体に関するサイバーセキュリティリスクマネジメントの詳細な要件を定義
 部品やインターフェースを含む、自動車のEEシステムの概念、開発、製造、運用、保守、部品、廃止に関する
サイバーセキュリティの要件を規定

 SAEが策定した自動車のサイバーセキュリティに関する基本的なフレームワーク「SAE J3061 Cybersecurity 

Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems」に基づき策定
• 但し、当規格は、SAE J3061の内容と比較しより詳細な指示や期待を提示

 サプライチェーン全体の関係者に対して、自動車の電気電子システム(EEシステム)のサイバーセキュリティに
関する語彙や目的、仕様、ガイドライン等に関する共通認識を提供

 自動車のサイバーセキュリティに関しては、国連欧州経済委員会(UNECE)の自動車基準調和世界フォーラム
(WP29)においても規制の制定が検討中

規格名称
(仮称)

SAE/

ISO

による
自動車
分野に
おける
直近の
標準化
動向
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欧州による資源循環分野における規制動向：
フランスによる「反廃棄物および循環経済法」の制定(参照番号：5-E17)

フランスでは、サーキュラーエコノミーを推進するため廃棄物を大幅に規制する
「反廃棄物および循環経済法」を制定し公布

Regulations
(規制)

背
景

目
的

 仏・マクロン大統領が大統領選挙時に公約した「環境・エネルギー政策」が停滞していると国内で批判(NPO/NGO中心のデモ)が
発生。エコロジカル担当大臣も務めるブルン・ポアソン国務長官と共に制定を推進

 プラスチックを始めとする廃棄物を削減し資源や生物多様性、気候を保護するため、生産・消費モデルの変革を加速
 主にメーカー(業種問わず)や商品販売店(ECサイト含む)に対して製品管理を厳格化し、修理・再利用を推進

法
律

名
称

 The Anti-Waste and Circular Economy law (反廃棄物および循環経済法)
※2020年1月30日に上院議会にて採択、2月10日に正式制定・公布

規
定
内
容

① アパレルメーカーや高級服飾品ブランドに対し、在庫商品および返品商品の廃棄を禁止
 チャリティーに寄付するほか、再縫製した上で別製品として販売する対応を実施。厳守されない場合最大15,000ユーロの罰金有

目
標

具
体
施
策

 2025年までに全てのプラスチックをリサイクル可能なものとすること
 今後10年間で使い捨てプラスチックボトルの使用率を50％削減すること

② 調剤薬局に対し、一部の医薬品において個別の用量で販売することを奨励
 廃棄される薬品を減少させるため、各患者の症状や程度により都度用量を変更して処方

③ 環境を汚染し得る製品の廃棄に係る費用をメーカーが一部負担することを義務化
 2021年より、たばこ、建築・園芸材料、スポーツ用品などの製品が対象となる予定

④ メーカー、輸入業者、eコマースを含む流通業者に対し、非食料品の在庫商品をチャリティーなどに寄付することを義務化
 食品に関しては、2015年からスーパーマーケット等が在庫を不要に廃棄することを禁止。厳守されない場合最大15,000ユーロの罰金有

⑤ レストラン・ファストフードで廃棄ではなく持ち帰りを推奨し、かつ2023年までにプラスチック容器の提供を中止するよう要請
 パリでは市当局とレストランの経営者が共同で「非プラスチックトレー」を開発し、100か所以上のレストランに設置

出所：フランス政府HP及びその他公開情報に基づきDTC作成

資源循環 参照番号：5-E17今月のピックアップ
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欧州によるエネルギーマネジメント分野における規制動向：
ECOSによるファクトシート発行 (参照番号：6-E10)

ECOSは脱炭素化の手段の一つとして注目されている水素に関するファクトシートを
発行し、ECOSが果たすべき役割について記載

エネルギーマネジメント 参照番号：6-E10 今月のピックアップ

「SPOTLIGHT ON HYDROGEN」タイトル

European Environmental Citizens Organisation for Standardisation

(ECOS)
策定者

背景

 エネルギーシステムを脱炭素化する合理的方法として、水素が急速に注目
 輸送分野において水素は、燃料電池として直接使用されることも、合成燃料の形で間接的に使用されることも可能

• 合成燃料の形で使用される場合には、非常にエネルギー集約的なプロセスと、化合物(最も一般的なものはCO2)が必要
• 結果としてCCU(Carbon capture and utilization)※を通し排気が発生

 水素がメタン等の天然ガスと混合された場合に、脱炭素に寄与するか否かはまだ研究段階

 ECOSは、脱炭素化の手段の一つとして水素を使用するだけでは十分でなく、資源の持続可能性にはその
生産経路から最終的な使用方法まで考慮することが重要であると主張、下記ECOSが果たすべき役割を提示
1. 科学に基づいた用語と堅牢な認証スキームシステムにより、国際基準及び欧州基準による水素のクリーン
で再生可能なオプションを支援を確実にする

2. 欧州委員会が欧州の標準化機関に、EUの気候目標を完全に支援する標準の開発を依頼することを
確実にする

3. 水素生産または天然ガスの混合による化石エネルギー源の使用により、野心的なEUの気候目標が
損なわれないことを確実にする

水素分野
における
ECOSの
主張
(抜粋)

2020年2月18日発行時期

※回収したCO2を利用し新たなエネルギーにする技術

ECOS

による
ファクト
シート
発行

出所：ECOS関連HP等の公開情報に基づきDTC作成。ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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欧州による電子商取引(Eコマース)分野における規制動向：
デジタルサービスパッケージ法概要(参照番号：7-E3)

欧州において「デジタルサービス法パッケージ」が提案予定であることを受け、3つの
議会委員会がイニシアチブレポートを提示予定

電子商取引(Eコマース) 参照番号：7-E3今月のピックアップ

出所：EC関連HP、EUR-Lex等の公開情報に基づきDTC作成

規
制
動
向

直近の
ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞ
動向

 3つの議会委員会が今後の規定内容の提案において発言権を得るため、イニシアチブレポートを提示予定(「 」はレポート名)

1. 内部市場及び消費者保護委員会(IMCO): 「デジタルサービス法：単一市場の機能の改善」
• イニシアチブレポートを翻訳し(4月3日)、イニシアチブレポートに投票する予定(7月14日)

2. 法務委員会(JURI)：「デジタルサービス法：オンラインで営業している営利団体への商法及び民法の規則の適合」
• JURIにおいてヒアリングを実施(3月17日~19日)、報告書草案に関し議論 (4月21日)

• JURIによる投票(6月14日)後、本会議における投票(9月14〜17日)

3. 市民的自由・司法・内務委員会委員会(LIBE): 「デジタルサービス法と提起された基本的権利の問題 (仮)」

Regulations
(規制)

策
定

組
織

 欧州委員会(EC)：
情報社会・メディア総局 (Communications Networks, Content and Technology(CONNECT)) 電子商取引・プラット
フォームユニット (E-commerce and Platforms (Unit F.2))

目
的

 デジタルプラットフォーム、デジタルサービス及びソーシャルメディアにおける環境変化に対応した共通枠組みを整備
 現在各国において異なる関連規則が存在し、欧州のスタートアップ企業による米国の競争事業者との競争において規制の乱立が
障害となっていることから、共通の規制による解消を企図

 プラットフォームの責任・透明性・公平性、データアクセスの担保

 基本的権利の保護、非差別、アルゴリズムに基づく意思決定

 市場の開放、デジタル広告、プラットフォームによって可能となる独立労働者の労働条件
 新規プラットフォームとして既存の巨大サービスに対抗する際の競争力と参入障壁への対処も検討中

規
定
事
項

(

主
要
事
項
抜
粋)

ル
ー
ル
名

 ― (仮称：Digital Services Act (DSA) Package)
 既存の電子商取引指令(Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal 

aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic 

commerce'))の改訂版が含まれる可能性有

 デジタルサービス法に関するパブリックコメント(3か月間)を開始予定(2020年3月)

 立法案を公開予定(2020年Q4中)

今
後
の

流
れ
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欧州によるデジタル・人工知能(AI)分野の政策動向：
デジタル施策・AIに係る文書発行 (参照番号：8-E5)

欧州委員会は、デジタル戦略に基づき、人工知能やデジタルエコノミー分野の
リーダーとなっていくためのデジタル政策やAIに係るポリシーペーパーを複数発表

共通 参照番号：8-E5今月のピックアップ

背景

 欧州委員会(EC)はデータアジャイルエコノミーの発展・促進のため、データ/デジタル関連の法令整備等を推進(2014年～)
 例)サイバーセキュリティ、オープンデータ、非個人データの自由な流通に係る規制、EU一般データ保護規則、等

 AI戦略(2018年)に基づき、人工知能分野におけるルール整備にも従事
 例)人工知能に関するハイレベルエキスパートグループ(High-Level Expert Group on AI)による信頼できるAIに関する倫理
ガイドライン(Ethics Guidelines on Trustworthy AI)の発行(2019年4月)等

EUに
よる
戦略
及び
文書
発表

 ECは、データと人工知能(AI)に係る新たな戦略と共に、デジタル変革のアイデアと行動を明示(2020年2月19日)
 人間社会を第一に考慮し、ビジネスの新たな機会を開拓し、持続可能な経済をはぐくむ
信頼できる技術開発を促進するデジタルソリューションにより強化された欧州社会の姿を提示

 オープン性、公平性、多様性、民主性を強調

【提示されたデジタル分野における3つの欧州の姿】
1. 信頼できるデジタルリーダーとしてのヨーロッパ：Europe as a trusted digital leader

ECとして、1)人々のためのテクノロジー、2)公正かつ競争的な経済、3)オープン、民主的で持続可能な社会、の3つに焦点
2. 信頼できる人工知能のリーダーとしてのヨーロッパ：Europe as a leader in trustworthy Artificial Intelligence

卓越性と信頼に基づき、信頼できる人工知能のフレームワークを想定すると共にAI展開加速のためのインセンティブを創出(White

Paper提示)

3. データエコノミーのリーダーとしてのヨーロッパ：Europe as a leader in the data economy

データガバナナンスや官民間のデータアクセス・共有に係る法規制整備等により、データによりエンパワメントされる社会のロールモデ
ル、リーダーとしての地位を確立

【参考：発行された関連文書】(2月19日発行)
 White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust

(COM(2020) 65 final)(※パブコメを5月31日まで受付)

 Communication: A European strategy for data (COM(2020) 66 final)

 Commission Report on safety and liability implications of AI, 

the Internet of Things and Robotics(COM(2020) 64 final)

 Communication on "Shaping Europe's digital future“

 The European Data Strategy: Fact Sheet

出所：European Commission HP等の公開情報に基づきDTC作成

サイバーセキュリティから重要イン
フラ、デジタル教育からスキル、民
主主義からメディアまで、全てをカ
バー。デジタルヨーロッパは、オー
プンで、公平で、多様で、民主的で、
自信に満ちたヨーロッパを反映

下記White Paper参照

Ursula von der 

Leyen氏コメント

下記データ戦略参照

Fact Sheet (右)

Shaping Europe’s 

digital future (下)
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国際社会における人工知能(AI)分野の標準化動向 (参照番号：8-O7)

ITUは2020年AI for Good Global Summitを開催予定であることを発表
(5月4日~8日 @ジュネーブ)

共通 参照番号：8-O7今月のピックアップ

会議/

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
名称

AI for Good Global Summit

概要
 AIに関する包括的な対話のための主要な国連プラットフォーム

 SDGsへの進歩を加速するAIの実用的なアプリケーションを特定しコラボレーションを構築すると共に、
アプリケーションが世界的に影響を及ぼすことを支援

共同
主催者

 United Nations specialized agency for information and communication technologies (ICTs) – ITU-T

 XPRIZE 

 Association for Computing Machinery (ACM)

 その他関連する国連機関

2020年
会議

開催概要

目的
 AI技術の信頼可能且つ安全で包括的な開発と、それらの利益への公平なアクセスを確保し、持続可能な
開発目標(SDGs)の達成へも寄与

 AIイノベーターと官民意思決定者をつなぎ、技術促進と全ての人への適したソリューションを提供

参加者
 業界・学界のAI専門家、グローバルビジネスリーダー、国連機関関係者、非政府組織、市民、アーティスト等

(予定)

気候と環境への取り組み、飢餓の排除、男女平等、ヘルスケア、スマートで安全なモビリティ、文化遺産の
保存、信頼可能な情報へのアクセスの保護におけるAIのブレークスルーの創出
 (参考)2017年には、AIが善のために使用され・行動するためのグローバルな対話を開始。

2018年及び2019年は、アクション志向のサミットとして、ITUが主導する「健康のためのAI」
フォーカスグループや、「自律運転と支援運転のためのAI」フォーカスグループを含む、
多数の「AI for Good」プロジェクトを創出 次頁詳述

出所：ITU-T、WHO、AI for Good Global Summit HP等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく
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国際社会における人工知能(AI)・ヘルス分野の標準化動向 (参照番号：8-O7, 2-O2)

(参考)ITUが主導する「健康のためのAI」フォーカスグループは、WHOと連携し、
AIベースの健康・診断・治療決定方法評価のための標準化フレームワークを検討

出所：ITU-T、WHO HP等の公開情報に基づきDTC作成
ロゴイメージは、各企業・団体HP等に基づく

共通 参照番号：8-O7、2-O2今月のピックアップ

組織名
Focus Group on artificial intelligence for health (FG-AI4H)

ITU-T SG16: Multimedia傘下の組織として、
2018年7月スロベニアリュブリャナで開催されたITU-T SG16会議により設立

目的

構成

議長： Thomas Wiegand氏(ドイツ)

副議長：米国、英国、インド、中国、WHO、国際イニシアチブ代表者(計6名)

世界保健機構(WHO)と連携し、健康、診断、トリアージ、または治療の決定のための
AIベースの方法を評価するための標準化された評価フレームワークを確立

【Active Group】
• Use of AI in cardiovascular disease 

management (TG-Cardio)

• Dermatology (TG-Derma)

• Falls among the elderly (TG-Falls)

• Histopathology (TG-Histo)

• Neurological disorders (TG-Neuro)

• Outbreak detection (TG-Outbreaks)

• Ophthalmology (TG-Ophthalmo)

• Psychiatry (TG-Psy)

• Snakebite and snake identification 

(TG-Snake)

• Symptom assessment (TG-Symptom)

• Tuberculosis (TG-TB)

• Volumetric chest computed 

tomography (TG-DiagnosticCT)

【Starting Group】
• Diagnoses of bacterial infection and 

anti-microbial resistance (AMR) 

(TG-Bacteria)

• Dental diagnostics and digital dentistry 

(TG-Dental)

• Primary and secondary diabetes 

prediction (TG-Diabetes)

• AI-based detection of falsified 

medicine (TG-FakeMed)

• Malaria detection (TG-Malaria)

• Maternal and child health (TG-MCH)

• Radiology (TG-Radiology) 

特定ドメイン内のユースケース調査のため、タスクグループを構成ワーキンググループを構成

• Data and AI solution assessment 

methods (WG-DAISAM)

• Data and AI solution handling

(WG-DASH)

• Ethical considerations on AI for health 

(WG-Ethics)

• Operations (WG-O)

• Regulatory considerations on AI for 

health (WG-RC)

• Clinical Evaluation (WG-CE)
(準備中)
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(1/5)

ファイナンス分野関連記事詳細(1/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E1 ESMAが持
続可能な金
融に関する
戦略を策定

2月6日 欧州証券市場監督局(ESMA)が持続可能な金融に関する戦略を策定
 ESMAがESGの要素をどのように業務に組み込み、持続可能性を活動の中核に
置くかを明確化

 戦略にてハイライトされている持続可能な金融に関するESMAの優先事
項：
 開示規則による透明性義務に関する規制の枠組みを完成させるべく、

ESMAは European Banking Authority (EBA)及びEuropean 

Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)と連携し、
共同技術標準を作成

 グリーンボンド、ESG投資、排出枠取引に関連する指標を含むTRVレ
ポートに専用の章を含めることにより、持続可能な金融の傾向、リスク、
脆弱性(TRV)を報告

 EU分類法を開発及び維持し、持続可能な金融への資本フローを監視
 ESMAが直接監督する事業体でESGガイドラインが順守されるよう監
視 等

欧州証券市場
監督局(ESMA)

https //ww

w esma.eu

ropa eu/sit

es/default/fi

les/library/e

sma71-99-

1283 sust

ainable fin

ance pres

s release.

pdf

1-E2 【EU】欧州
委、非財務
情報開示
指令の改正
検討開始。
EUタクソノ
ミー影響も

2月17日 欧州委員会は、2014年に制定したEU非財務情報開示指令(NFRD)を
改正する検討を開始(1月30日)
 改正の方向性に関するパブリックコメントを募集中(2月27日締切)

Sustainable 

Japan

https //sust

ainablejap

an.jp/2020/

02/17/eu-

nfrd-

taxonomy/

46541

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1283_sustainable_finance_press_release.pdf
https://sustainablejapan.jp/2020/02/17/eu-nfrd-taxonomy/46541
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(2/5)

ファイナンス分野関連記事詳細(2/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

英国 1-E3 世界で最も
強力な天気
と気候の
スーパー
コンピュー
ターに12億
ポンドを

2月17日 英国政府は気候予報の改善・気候変動への対応を目的とし、最先端の
スーパーコンピューターに12億ポンドを投資

 スーパーコンピューティング技術概要：
 英国の気象及び気候データを最大限に活用予定
 英国のスーパーコンピューティングとデータ技術の能力を強化し、スー
パーコンピューティング、データサイエンス、機械学習、AIの分野で革
新と世界レベルのスキル向上の推進に期待

 悪天候に関するより正確な早期警告、気候変動の中でより回復力の
ある世界を構築するために必要な情報を提供し、英国全体の低炭素
経済への移行を支援

 スーパーコンピューターからの取得データは、気候変動に対する世界
的な取り組みを主導し、ネットゼロエミッション目標を達成する一環とし
て使用

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https //ww

w gov.uk/g

overnment/

news/12-

billion-for-

the-worlds-

most-

powerful-

weather-

and-

climate-

supercomp

uter

欧州 1-E4 EUは「グ
リーンで気
候に中立
な」ヨーロッ
パを促進
するために
1億ユーロ
以上を投資

2月18日 Circular.は、欧州委員会が環境及び気候変動対策のためのLIFEプログ
ラムに基づく最新プロジェクトへの1億120万ユーロの投資を発表したと
報道
 資金は、9つの加盟国で10の大規模な環境及び気候プロジェクトを支援し、欧州
の持続可能な経済と気候中立性への移行を支援

 LIFEプログラム概要：
 環境と気候アクションのためのEUの資金調達手段として設置
 1992年より運営されており、EU及び第三国で5,400以上のプロジェク
トに協調融資を実施

 2014〜2020年の予算は、34億ユーロに設定

Circular.
https //ww

w circularo

nline co uk/

news/eu-

invests-

more-than-

e100m-to-

promote-a-

green-and-

climate-

neutral-

europe/

https://www.gov.uk/government/news/12-billion-for-the-worlds-most-powerful-weather-and-climate-supercomputer
https://www.circularonline.co.uk/news/eu-invests-more-than-e100m-to-promote-a-green-and-climate-neutral-europe/
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(3/5)

ファイナンス分野関連記事詳細(3/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E5 【EU】欧州
NGO、企業
の非財務情
報開示が不
十分と警鐘。
サステナブ
ルファイナン
スを阻害

2月19日 欧州複数NGOのイニシアチブが、EU非財務情報開示指令(NFRD)要件
に従い、企業が開示した環境・社会リスク及びパフォーマンスの動向を
分析した結果を発表(2月17日)
 企業情報開示の質や比較可能性が乏しいと指摘。投資家のサステナブルファイ
ナンスの拡大を妨げているとして警鐘

Sustainable 

Japan

https //sust

ainablejap

an.jp/2020/

02/19/sust

ainability-

reporting-

issues/465

75

欧州/
米国

1-E6 米国、EUが
金融規制の
動向につい
て議論

2月21日 米国財務省は、米国-EU金融規制フォーラムに関する共同声明を発表
(2月11日~12日@ワシントンD.C)
 フォーラムのトピックは、5つの主要テーマに焦点

1. デリバティブおよび中央清算の分野における国境を越えた活動の監督と規
制

2. レバレッジドローンや担保付ローン債務などの金融資産クラス、及びロンド
ン銀行間提供レートなどの参照レートの両方に関し、市場の動向を監視す
ることの重要性

3. 銀行及び保険における国際基準の実施
4. フィンテック/デジタルファイナンスが提示する規制上の問題
5. 持続可能な金融に関するEU規制

BUCKLEY
https //buck

leyfirm.com

/blog/2020-

02-21/us-

eu-discuss-

financial-

regulatory-

developme

nts#page=

1

https://sustainablejapan.jp/2020/02/19/sustainability-reporting-issues/46575
https://buckleyfirm.com/blog/2020-02-21/us-eu-discuss-financial-regulatory-developments#page=1
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(4/5)

ファイナンス分野関連記事詳細(4/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E7 我々はリブ
ラを規制で
きない─EU
高官、情報
不足を指摘

2月24日 欧州委員会副委員長Valdis Dombrovskis氏がメモを発表(2月18日)し、

EUが依然としてリブラに対しどのような対処をすべきか模索していると
表明

 メモ概要：
 リブラはまだプロジェクト段階であるがゆえにまだ状況が変動しており、
欧州委員会に提供された情報はリブラの正確な性質、そして既存の
EU法との関係を決定するには不十分

 背景：
 「安定コイン」に関する共同声明を採択(12月5日)

 評議会と委員会は、「安定コイン」の取り決めによって生じるリスクは、
明確で均衡のとれた規制及び監視の枠組みに従う必要があることを
認識

 今後の予定：
 委員会はまで開かれる公開協議を開始(12月19日~3月19日)

coindesk 

欧州議会

https //ww

w coindesk

com/eu-

official-we-

cant-

regulate-

libra-

without-

more-

details

https //ww

w europarl.

europa.eu/

doceo/doc

ument/E-9-

2019-

003614-

ASW EN.p

df

1-E8 欧州議会は
グリーン認
証と暗号規
制に関して
ECBに挑戦

2月25日 欧州議会は中央銀行に対し、環境への配慮を強化し、金融技術の課題
拡大に対処するよう要請する決議を採択

 欧州中央銀行に対する欧州議会の要請内容：
 ESG原則を欧州中央銀行の活動により統合し、企業セクター購入プ
ログラム(CSPP)を再設計して、環境的に持続可能なイニシアチブをよ
り良くサポートするよう要求

 大規模な取引をより良く監視するシステムを作成し、マネーロンダリン
グ、脱税、その他の金融犯罪と闘う努力を強化するよう要求

 暗号資産をより厳密に監視するよう要求
 欧州委員会と協力し、電子マネー、金融商品、仮想通貨/資産に関す
るEUの法的及び規制的枠組みを評価するよう要求

Finextra
https //ww

w.finextra.c

om/newsar

ticle/35347/

european-

parliament-

challenges

-ecb-on-

green-

credentials

-and-

crypto-

regulation

https://www.coindesk.com/eu-official-we-cant-regulate-libra-without-more-details
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003614-ASW_EN.pdf
https://www.finextra.com/newsarticle/35347/european-parliament-challenges-ecb-on-green-credentials-and-crypto-regulation
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【情報収集結果】欧州におけるファイナンス分野の標準化動向(5/5)

ファイナンス分野関連記事詳細(5/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州 1-E9 Eコマース
ヨーロッパ
は、今年最
初の作業委
員会を開催
し成功しまし
た！

2月24日 Ecommerce Europeは2020年初の作業委員会会議を開催

(2月19日～20日@ブリュッセル)
 討議内容(抜粋)：

 欧州委員会のDG JUST(department for justice)の代表者は、Eコ
マースヨーロッパが非常に活発なトピックであるEU消費者法で導入さ
れる価格引き下げに関する新しい規則について討議

 トラストマーク作業委員会のメンバーは、eコマースヨーロッパトラスト
マークスキームの将来の計画について議論

 eロジスティクスワーキンググループはEU VAT Eコマース改革に関す
る現在の作業、郵便サービス指令(PSD)の改訂、より広範な郵便関
係者へのユニバーサル郵便連合の解放に関し議論

 デジタルトランザクションおよびイノベーション作業委員会は Payment 

Services Directive 2 やヨーロッパのスキームの将来について議論

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/ecom

merce-

europe-

hosted-

successful-

first-

working-

committees

-of-the-

year/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/ecommerce-europe-hosted-successful-first-working-committees-of-the-year/
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/3)

ファイナンス分野関連記事詳細(6/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U1 米国：ビッグ
データ、個
人情報プラ
イバシーの
規制：証券
取引員会と
カリフォルニ
ア州は、
データの
取り扱いを
2020年に
おける優先
注目事項に

2月13日 2020年、米国の金融業界においては、米国証券取引委員会(SEC)
コンプライアンス検査局(OCIE)によるビッグデータの利用規制やカリフォ
ルニア州消費者プライバシー保護法(CCPA)によるプライバシー保護規制
が焦点であることを指摘

 OCIEによるビッグデータ利用規制の動向：
 OCIEは、投資助言会社ら市場参加者に対する2020年の優先事項の
中で、ビッグデータといった投資判断に使われる非伝統的なオルタナ
ティブ・データの活用に着目する方針を表明

 企業は、SECが個人情報などオルタナティブ・データに関する内部統
制やデューデリジェンスについての検査を強化する可能性があり対応
が必要

 CCPA関連規制の動向：
 カリフォルニア州では個人情報を収集または活用する企業に対し個人
情報の取り扱いを定めたCCPAが施行され、消費者によるオプトアウ
トや個人情報売買の拒否への対応が義務化

 投資情報の提供を行う会社は、CCPAの施行規則を始めとするカリ
フォルニア州の規制動向及び連邦レベルでの規制動向に注視が必要

mondaq
https //ww

w mondaq.

com/united

states/Priv

acy/89216

2/Regulatio

n-Of-Big-

Data-Use-

And-

Personal-

Data-

Privacy-

The-SEC-

And-

California-

Make-

Data-A-

Priority-

Focus-In-

2020

https://www.mondaq.com/unitedstates/Privacy/892162/Regulation-Of-Big-Data-Use-And-Personal-Data-Privacy-The-SEC-And-California-Make-Data-A-Priority-Focus-In-2020
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/3)

ファイナンス分野関連記事詳細(7/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

米国 1-U2 米国のリー
ダーたちは、
シェアリング
エコノミーの
国際規格
策定を支援

2月18日 米国規格協会(ANSI)とテクノロジー標準化コンソーシアムOASISは、テッ
ク企業などから専門家を集め国際標準化機構(ISO)のシェアリングエコノ
ミーに関する技術委員会ISO/TC 324への米国技術諮問委員会(TAG)を
組成

 ISO/TC 324(シェアリングエコノミー)概要：
 交通、人材派遣、宿泊、小売り、メディアの5分野において、リスク低減、
資産保護、管理、リソーシングなどの領域を検討

 先ずは用語や指針、シェアリングエコノミーの方法論のオペレーション
化に着手する予定

 次回総会は、6月22日～24日にフランスで開催予定
 TAG概要：

 衣料品サブスクリプションサービスなどを提供するCaaStleのTim 

Hirschが議長、MicrosoftのStephanie Beers氏が副議長を担当
 eBayやUberなど、オンラインプラットフォームやイノベーティブなス
タートアップ、テクノロジー企業、金融企業らが参画

 米国企業にとって重要な論点をISO/TC 324において推進
 OASIS概要：

 シェアリングエコノミーやサイバーセキュリティ、プライバシー、暗号化、
クラウドコンピューティング、IoT、法務、危機管理、ARなど幅広いテク
ノロジー関連領域における規格策定やオープンソースプロジェクトを
実施するコンソーシアム

 企業や公的機関、研究機関など100以上の国に会員を保有

OASIS
https //ww

w oasis-

open.org/pr

-us-tag-

sharingeco

nomy

https://www.oasis-open.org/pr-us-tag-sharingeconomy
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【情報収集結果】米国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/3)

ファイナンス分野関連記事詳細(8/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

欧州/
米国

1-U3 米国、EUが
金融規制の
動向につい
て議論

2月21日 米国財務省は、米国-EU金融規制フォーラムに関する共同声明を発表

(2月11日~12日@ワシントンD.C)
 フォーラムのトピックは、5つの主要テーマに焦点

1. デリバティブおよび中央清算の分野における国境を越えた活動の監督と規
制

2. レバレッジドローンや担保付ローン債務などの金融資産クラス、及びロンド
ン銀行間提供レートなどの参照レートの両方に関し、市場の動向を監視す
ることの重要性

3. 銀行及び保険における国際基準の実施
4. フィンテック/デジタルファイナンスが提示する規制上の問題
5. 持続可能な金融に関するEU規制

BUCKLEY
https //buck

leyfirm.com

/blog/2020-

02-21/us-

eu-discuss-

financial-

regulatory-

developme

nts#page=

1

米国 1-U4 米国議会は、
クレジット
カードの
不正利用が
増える中で、
現金が王様
かを議論

2月18日 決済システムの業界団体Secure Payments Partnership(SPP)の
顧問弁護士は、米国においてカード決済の不正が増えているとして、より
安全な決済規格の策定を提言

 背景：
 2017年、クレジットカードやデビットカードによる決済割合が現金決済
を上回る結果に

 一方で、カード決済に関連する不正の件数も増加
 提言の内容：

 消費者による決済を保護するElectronic Fund Transfer ActやTruth 

in Lending Actが存在するものの、モバイル決済、ウェアラブルデバイ
ス決済、バイオメトリックス等技術革新に法制度が追い付いていない
と指摘

 更に、VISAやMastercardなどのカード事業者が、カード決済規格
EMVCoのセキュリティ改善のための改訂に消極的であると批判

 銀行や信用組合、テック企業、消費者団体、商店などの知見も生かし
た、イノベイティブで、安全、透明なカード決済規格の策定を提案

Morning 

Consult

https //mor

ningconsult

com/opinio

ns/congres

s-debates-

if-cash-is-

king-while-

card-fraud-

rates-soar/

https://buckleyfirm.com/blog/2020-02-21/us-eu-discuss-financial-regulatory-developments#page=1
https://morningconsult.com/opinions/congress-debates-if-cash-is-king-while-card-fraud-rates-soar/
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(1/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(9/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C1 特許により
中国のデジ
タル通貨計
画の範囲が
明らかに

2月12日 中国人民銀行がデジタル通貨発行に関連する84件の特許を申請
 申請特許の内容：

 中央銀行のデジタル通貨の発行と供給、通貨を使用する銀行間決済
システム、および既存の銀行口座へのデジタル通貨ウォレットに関す
る提案がメイン

 84件のうち、大部分の特許が人民銀行のデジタル通貨研究所に帰属
し、その他の特許は中国国営企業やその子会社などに帰属

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/f10e9

4cc-4d74-

11ea-

95a0-

43d18ec71

5f5

1-C2 金融業界規
格「個人の
金融情報保
護のための
技術仕様」
が発行

2月21日 中国人民銀行が金融業界規格「個人の金融情報保護のための技術仕様
(JR / T 0171-2020)」を発行(2月13日)

 目的：
 金融機関の個人口座情報とカード情報のセキュリティ管理の改善
 インターネット取引リスクコントロールの強化
 さまざまな種類の金融取引リスクコントロールの強化
 金融の安定性の効果的維持及び消費者の正当な権利と利益の保護

 規格概要：
 収集、送信、保存、使用、削除、破壊など、ライフサイクルのあらゆる
側面における個人金融情報のセキュリティ保護要件を規定

 セキュリティ技術とセキュリティ管理の2つの側面から個人金融情報保
護に関する規範的な要件を規定

 起草者：
 中国科学技術部

全国金融
標準化技術
委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5867/index

html

https://www.ft.com/content/f10e94cc-4d74-11ea-95a0-43d18ec715f5
http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975867/index.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(2/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(10/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C3 金融業界規
格「分散型
元帳技術の
セキュリティ
仕様」が
発行

2月21日 分散型台帳技術の産業への導入促進を企図し、中国人民銀行が金融業
界規格「分散型元帳技術のセキュリティ仕様(JR / T 0184-2020)」を発行
(2月5日)

 背景：
 政治局の会議において、局長が、技術と産業のイノベーションの新た
なラウンドにおける分散型元帳技術(DLT)の重要性を考慮し、中国が
優位性を持つため本分野の開発を加速することを強調

 目的：
 分散型台帳技術の大規模な適用におけるビジネス保証機能と情報セ
キュリティリスク制約機能を提供することによる産業への導入促進

 規格概要：
 35ページの指示書において、安全な金融DLTの実装、基本的なハー
ドウェア・ソフトウェア、暗号化アルゴリズム、ノード通信、元帳データ、
コンセンサスプロトコル、スマートコントラクト、ID管理、プライバシー保
護、規制サポート、運用および保守要件、ガバナンスメカニズム等の
分散型台帳技術のセキュリティシステムについて規定

 金融分野の分散型台帳システムの構築またはサービス運用に従事
する機関に適用

 起草者：
 中国人民銀行デジタル通貨研究所

全国金融
標準化技術
委員会
(SAC/TC180)

Bitcoin.com

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5874/index

html

https //new

s bitcoin.co

m/china-

adopts-

security-

standards-

blockchain/

/

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975874/index.html
https://news.bitcoin.com/china-adopts-security-standards-blockchain/
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(3/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(11/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C4 金融業界規
格「商業銀
行アプリ
ケーションプ
ログラムイ
ンターフェイ
スセキュリ
ティ管理仕
様」が発行

2月21日 中国人民銀行が金融業界規格「商業銀行アプリケーションプログラムイン
ターフェイスセキュリティ管理仕様(JR / T 0185-2020)」を発行
(2月13日)

 目的：
 セキュリティ技術および管理要件、技術の保証方法の提供

 規格概要：
 セキュリティ技術、形式とセキュリティレベル、セキュリティ設計、セ
キュリティ展開、セキュリティ統合、セキュリティ運用とメンテナンス、
サービス終了とシステムオフライン、商業銀行のアプリケーションプロ
グラムインターフェイスのセキュリティ管理などのセキュリティ要件を規
定

 起草者：
 中国人民銀行科学技術部

全国金融
標準化技術
委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5877/index

html

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975877/index.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(4/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(12/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C5 金融業界規
格「銀行の
統一運用仕
様」が発行

2月21日 中国人民銀行が金融業界規格「銀行の統一運用仕様

(JR / T 0173-2020)」を発行(1月17日)
 目的：

 運用指標における統計能力と統計手法を定義し、運用評価と管理に
関する業界のコンセンサスを形成することにより、銀行業界の一元的
な運用・管理を促進し、運用リスクの低減を実現

 規格概要：
 銀行業界における管理、組織構造、サービス評価、リスク管理、技術
適用、およびコスト管理の原則を規定

 中央銀行業務の計画、実装、評価、および継続的な最適化と管理に
適用

 起草者：
 中国通信銀行、中国人民銀行科学技術部、中国商工銀行、中国農業
銀行、中国銀行、中国建設銀行

全国金融
標準化技術
委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5883/index

html

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975883/index.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(5/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(13/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C6 金融業界規
格「オンライ
ンバンキン
グシステム
の情報セ
キュリティに
関する一般
仕様」が
発行

2月21日 中国人民銀行が改訂金融業界規格「オンラインバンキングシステムの情
報セキュリティに関する一般仕様(JR / T 0068-2020)」を発行(2月5日)

 改訂の背景：
 オンラインバンキングシステムにおけるモバイルインターネットやクラ
ウドコンピューティングなどの新技術の適用及びオンラインバンキング
の普及

 規格概要：
 オンラインバンキングシステムのセキュリティ技術要件、セキュリティ
管理要件、および業務運用セキュリティ要件を規定し、オンラインバン
キングシステムの構築、運用、および評価方法を提供

 銀行金融機関が運営するオンラインバンキングシステムに適用され、
オンライン金融サービスを提供する他の金融機関のビジネスシステム
は本規格の参照が必要

 起草者：
 中国人民銀行科学技術部

全国金融
標準化技術
委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5897/index

html

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975897/index.html
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(6/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(14/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C7 中国の中央
銀行がブ
ロックチェー
ンと銀行業
について意
見を提示

2月24日 中国人民銀行が、ブロックチェーンに関する報告書において、ブロック
チェーンにおける金融革新のため国際的な標準化活動に積極的に参加
していくことを強調

 レポート要旨(一部抜粋)：
 制限された同期ストレージで大量のデータの同時計算を行うブロック
チェーンは、システム処理効率と顧客のプライバシーの一部が犠牲と
なるため、従来の小売支払いなどの高並行性シナリオには不適であ
ると分析

 一方で、デジタル通貨研究や取引決済や貿易金融等の分野でのブ
ロックチェーンの金融革新のため、国際決済銀行(BIS)、金融安定理
事会(FSB)におけるブロックチェーンに関するルール制定や、ISO、
ITUにおけるブロックチェーンの標準化活動に積極的に参加していくこ
とを強調

Asia Crypto 

Today

新浪财经

https //ww

w asiacrypt

otoday co

m/chinas-

central-

bank-

gives-

opinion-on-

blockchain-

and-

banking

https //tech.

sina com c

n/i/2020-

02-21/doc-

iimxxstf322

9817.shtml

1-C8 中国のデジ
タル通貨研
究が感染症
により遅延

2月25日 第1四半期の中国のデジタル通貨に関する研究がコロナウイルスの発生
により遅れていることを関係者が指摘

 匿名の関係者による発言：
 コロナウイルスによる業務再開延期のため、中国のデジタル通貨に関
する研究が遅れているが、人民銀行(PBC)は十分な技術基盤、リソー
ス、人材を持つため、計画どおりにロンチされる可能性は高い

 今後の予定：
 PBCが第1四半期中にデジタル通貨に関連する重要な発表を行う予
定

 デジタル通貨電子決済(DCEP)の試験運用が今年中に予定どおりに
実施される予定

Global Times
https //ww

w globaltim

es.cn/conte

nt/1180737

shtml

https://www.asiacryptotoday.com/chinas-central-bank-gives-opinion-on-blockchain-and-banking
https://tech.sina.com.cn/i/2020-02-21/doc-iimxxstf3229817.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1180737.shtml
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【情報収集結果】中国におけるファイナンス分野の標準化動向(7/7)

ファイナンス分野関連記事詳細(15/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

中国 1-C9 20社以上が
中国のDC / 

EPデジタル
通貨に関与

2月27日 中国最大手ポータルサイト新浪が、デジタル人民元プロジェクト

(DC / EP)に参加している20社以上の企業を特定
 DC / EPに参加している企業：

 中国工商銀行(銀行)、中国建設銀行(銀行)、中国農業銀行(銀行)、中
国銀行(銀行)、China Telecom(通信)、China Mobile(通信)、China 

Unicom(通信)、Huawei(クラウド)、Shenzhen Sunline Tech(銀行サ
ポート)、Nations Technologies(カード・POS)、Brilliance 

Technology(カード・POS)、Feitian Technologies(ウォレット)、Kelan 

Software(ウォレット)、Netac Technology(ウォレット)、Tencent(決済)、
Sifang Jingchuang(決済)、Aoma Electric(決済)、Lakala(決済)、
Guangzhou Yuyin Technology(ATM)、GRG Banking(ATM)、
Julong(ATM)、Chenming Paper(モニタリング)

Ledger 

Insights

https //ww

w ledgerins

ights.com/c

hina-

central-

bank-

digital-

currency-

dcep-

companies

-involved/

1-C10 中国共産党
高官、「仮想
通貨の投機
とICOは金
融の発展で
はない」｜
禁止方針
継続を主張

2月27日 中国共産党保険監督管理委員会前副会長Chen Weigang氏が、現在
中国政府が示している仮想通貨とICOの投機禁止の意向を継続すべきと
の見解を表明

 Chen Weigang前副会長発言要旨：
 「現在の規制枠組みに明確な監督部門がないことから、ICOでの詐欺
や仮想通貨での投機を取り締まるために中国の銀行や保険規制委
員会、証券規制委員会、公安機関、インターネットなどすべての規制
当局が協力すべき」

 「デジタル通貨取引は、国内の監督が厳格化し、取引市場がなくなる
可能性がある」

 「中国が開発中のデジタル人民元は将来の国際経済の発展で主導権
を持つだろう」

コインテレグラ
フジャパン

https //jp.co

intelegraph

com/news/

chinese-

communist

-party-

exec-

wants-

state-

monopoly-

on-digital-

currency

https://www.ledgerinsights.com/china-central-bank-digital-currency-dcep-companies-involved/
https://jp.cointelegraph.com/news/chinese-communist-party-exec-wants-state-monopoly-on-digital-currency
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(1/3)

ファイナンス分野関連記事詳細(16/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

ベトナ
ム

1-A1 ベトナムは
電子決済企
業の外国人
所有権を制
限する計画
を廃止

2月11日 ベトナム中央銀行(SBV)が電子決済企業の外国人所有権を49％に制限
しないことを決定

 決定理由：
 電子決済業が外資の技術に依存していることから、外国人所有権を
制限すると業界及びフィンテック部門全般への外資減少につながると
の懸念あり

 一部の電子決済企業の外国人所有権がすでに49％を超えていること
による、企業に対する規制変更の影響に対する懸念あり

VN Express
https //e.vn

express ne

t/news/busi

ness/indust

ries/vietna

m-scraps-

plans-to-

limit-

foreign-

ownership-

in-e-

payment-

firms-

4053417.ht

ml

インド
ネシア

1-A2 韓国の開示
プラット
フォーム
『Xangle』が
インドネシア
のブロック
チェーン
協会と提携

2月19日 インドネシアのブロックチェーンの業界団体Asosiasi Block chain 

Indonesia(ABI)が、韓国の仮想通貨開示プラットフォーム企業Xangleと
パートナーシップ契約を締結

 協力内容：
 Xangleは暗号化プロジェクトに関するオフチェーン/オンチェーンの
データをABIに提供し、ABIはXangleが提供するデータを元にインドネ
シアの規制当局に勧告等を実施

Crypto Times
https //crypt

o-

times.jp/xa

ngle anno

unces part

nership wit

h abi/

https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-scraps-plans-to-limit-foreign-ownership-in-e-payment-firms-4053417.html
https://crypto-times.jp/xangle_announces_partnership_with_abi/
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(2/3)

ファイナンス分野関連記事詳細(17/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

マレー
シア

1-A3 マレーシア
の州がオン
ライン支払
い促進のた
め「eウォ
レット」を
採用

2月20日 2017年11月に開始したサラワク州に続き、マレーシア・サバ州で、独自の
デジタルウォレット(eウォレット)を開始
 27の州政府省庁及び28の企業・団体がサバペイに参加しており、今年末までに、
サバ州政府省庁の80〜90％がサバペイプラットフォームに参加予定

 2017年11月に開始したサラワク州に続き、2州目での取り組み
 eウォレットの加入者は、国土調査局、水局、環境保護局、獣医サービスなどの州
政府機関に支払いを行うことが可能

 マレーシア政府は、eウォレットの登録を促進するために30マレーシアリンギット
(US $ 7)の電子クレジットを提供する「E-Tunai Rakyat」プログラムを実施。また、
DuitNow QRと呼ばれる、キャッシュレス支払いのための国家QRコード規格も作
成

Global 

Government 

Forum

https //ww

w globalgo

vernmentfo

rum com/m

alaysian-

states-

adopt-e-

wallets-to-

encourage-

online-

payments/

タイ 1-A4 タイの大学
がデータ
保護認定を
開始

2月25日 タイ国立開発行政研究院(NIDA)が、今年5月に施行される個人データ
保護法(PDPA)に対応するためのデータ保護責任者(DPO)向けトレーニ
ング及び認定プログラムを開設
 タイ国立開発行政研究院(NIDA)が、今年3月17日から、DPO、コンプライアンス、
法律、情報セキュリティの専門家を対象とした国際プライバシー専門家協会
(IAPP)認定トレーニングを提供開始

 今年後半からは、コースの参加者はIAPPのCIPM(Certified Information Privacy 

Manager)認定を取得することも可能

Computer 

Weekly.com

https //ww

w compute

rweekly.co

m/news/25

2479078/T

hai-

university-

to-roll-out-

data-

protection-

certification

https://www.globalgovernmentforum.com/malaysian-states-adopt-e-wallets-to-encourage-online-payments/
https://www.computerweekly.com/news/252479078/Thai-university-to-roll-out-data-protection-certification
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【情報収集結果】ASEANにおけるファイナンス分野の標準化動向(3/3)

ファイナンス分野関連記事詳細(18/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

タイ 1-A5 次世代テク
ノロジーの
ガバナンス：
ビッグデー
タ、AI、Eコ
マースに
おける個人
データ
保護法

2月5日 タイ電子取引開発庁(ETDA)が、「デジタルアジアのハブ、タイ」と題した
セミナーを開催(2月5日)
 ビッグデータ、AI技術の利用、およびEコマースにおける個人データ保護法への
対応準備について、個人データ保護委員会事務局長など、政府の専門家がプレ
ゼンテーションを実施

タイ電子取引
開発庁(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/g

overnance-

of-next-

gen-

technologi

es-big-

data-ai-

and-pdpa-

in-e-

commerce.

html

https://www.etda.or.th/content/governance-of-next-gen-technologies-big-data-ai-and-pdpa-in-e-commerce.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2808

【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(1/6)

ファイナンス分野関連記事詳細(19/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O1 G20、デジタ
ル課税で米
欧に溝 年
内決着に暗
雲も
財務相会議
で原案承認
米の「骨抜
き案」火種
に

2月24日 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議は経済のデジタル化に
対応した国際的な法人課税ルールの原案を承認、共同声明を発表
(2月23日)

 共同声明内容：
 経済協力開発機構(OECD)を中心に約140カ国・地域がまとめた事務
局案を支持し、2020年末までの最終合意に向けて取り組む方針を明
記

 各国の動向：
 米国：「セーフ・ハーバー(適用除外)」に言及。新ルールを使うのかどう
かの判断を企業に委ねる「選択制」と解釈され、国際デジタル課税を
「形骸化する狙いか」と批判を受けている状況

 フランス：経済格差に不満を持つ労働者デモが発端となり、2019年に
先頭を切って独自のデジタル税を推進

 イタリアやスペイン、オーストリアも世論の不満を背景にフランスに追
随

 年内決着へ弾みをつける狙いだが、11月の大統領選を控え慎重な米
国と、前のめりな欧州の溝が明確化

日本経済新聞
https //ww

w nikkei.co

m/article/D

GXMZO55

989890T20

C20A2NN1

000/

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55989890T20C20A2NN1000/
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(2/6)

ファイナンス分野関連記事詳細(20/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O2 ICT産業は
2030年まで
に温室効果
ガスの排出
を45％削減

2月27日 ITUはITU-T スタディーグループ5(環境、気候変動、循環経済)が管理
する新規勧告を発表

 名称：
 ITU L.1470 “GHG emissions trajectories for the ICT sector 

compatible with the UNFCCC Paris Agreement”

 記載内容(抜粋)：
 2015年に定量化され、2020年、2025年、2030年に推定されるグロー
バルICTセクター及びサブセクターのGHG排出の詳細な軌跡を提供。
さらに、2050年の長期的な野心を定義

 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)パリ協定の遵守により、情報通信
技術(ICT)産業が2020年から2030年までに温室効果ガス(GHG)排出
量を45％削減する必要があることを強調

 モバイルネットワーク、固定ネットワーク、およびデータセンターの事業
者向けに、排出削減曲線を推進

 策定機関：
 Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI)

 GSMA 

 Science Based Target Initiative (SBTi)

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //ww

w itu.int/en/

mediacentr

e/Pages/P

R04-2020-

ICT-

industry-to-

reduce-

greenhous

e-gas-

emissions-

by-45-

percent-by-

2030.aspx

https //ww

w itu.int/IT

U-

T/recomme

ndations/re

c aspx?rec

=14084

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR04-2020-ICT-industry-to-reduce-greenhouse-gas-emissions-by-45-percent-by-2030.aspx
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14084
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(3/6)

ファイナンス分野関連記事詳細(21/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O3 リブラ協会、
設立後2社
目の新規
メンバー：
ショッピファ
イに続き、
仮想通貨ブ
ローカーが
加入へ

2月28日 coindesk JAPANは仮想通貨ブローカーのTagomiがリブラ協会に
加わり、22番目のメンバーとなったと発表
 2019年10月の協会設立後、新規加入は2社目、但し、リブラからは大手企業の
離脱が続出している傾向あり

 (参考)リブラからの大手企業の離脱状況：
 2020年1月、ボーダフォンが自社の決済プラットフォーム「Mペサ(M-

Pesa)」に注力することを理由に離脱を発表
 2019年10月の協会設立前には、規制上の懸念の理由より当初加入
を発表していたマスターカード、ビザ、ストライプ等の決済企業複数社
が離脱を発表

coindesk 

JAPAN

https //ww

w coindesk

japan.com/

40868/

https://www.coindeskjapan.com/40868/
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(4/6)

ファイナンス分野関連記事詳細(22/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O4 グローバル
な支払いに
ついて知ら
なかった5つ
のこと

2月28日 ISOはグローバル金融システムを支え、業界の変革をサポートする5つの
トップスタンダードを紹介

 紹介された5規格：
1. 金融メッセージング
 ISO 20022：Financial services – Universal Financial Industry 

Message Scheme

2. 国際銀行口座番号(IBAN)

 ISO 13616,：Financial services – International Bank Account 

Number (IBAN)

3. ビジネス識別子コード(BICまたはSWIFTコード)

 ISO 9362,：Banking telecommunication messages – Business 

identifier code (BIC)

4. 市場識別コード(MIC)

 ISO 10383,：Securities and related financial instruments – Codes 

for exchanges and market identification (MIC)

5. 証券のメッセージング
 ISO 15022： Securities – Scheme for messages (Data Field 

Dictionary)

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref248

3.html

https://www.iso.org/news/ref2483.html
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【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(5/6)

ファイナンス分野関連記事詳細(23/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O5 今後のウェ
ビナー2月
12日：エネ
ルギー憲章
条約(ECT)
の近代化

2月10日 クリーンエネルギーソリューションセンターはOpenExpと提携し、レポート
「エネルギー憲章条約(ECT)の近代化：納税者にとって高コストの世界的
な悲劇」を発表するためのウェビナーを開催予定(2月12日)

 ウェビナー内容：
 レポートの主な調査結果に焦点を当て、2020年4月に計画された最
初の交渉ラウンドの前に、ECT近代化プロセスのタイムリーな分析を
提供

 プレゼンテーションの後には、パネルディスカッションと視聴者との質
疑応答セッションを実施

 エネルギー憲章条約(ECT)概要：
 ECTは、エネルギー供給(石炭、石油、ガス、原子力、電気)への外国
投資に対し拘束力のある保護を提供する多国間協定

 投資家国家紛争解決(ISDS)の規定により、外国投資家は、民間弁護
士で構成されるアドホック仲裁裁判所を通じて国家を訴えることにより、
条約違反を主張可能

 OpenExp概要：
 政策立案者、ビジネスリーダー、市民社会、科学コミュニティとともに、
持続可能な開発目標の実装を目指したソリューションを開発する独立
した専門家のグローバルネットワーク

Clean Energy 

Ministerial

http //www.

cleanenerg

yministerial

org/news-

clean-

energy-

ministerial/

upcoming-

webinar-

12-

february-

modernizat

ion-energy-

charter-

treaty-ect

http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/upcoming-webinar-12-february-modernization-energy-charter-treaty-ect


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2813

【情報収集結果】国際におけるファイナンス分野の標準化動向(6/6)

ファイナンス分野関連記事詳細(24/24)

ファイナンステーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ファイ
ナンス

国際 1-O6 会議では、
ソーシャル
メディアの
自由とセ
キュリティの
強化を推奨

2月18日 MENAFNは「ソーシャルメディア：自由を促進し、活動家を保護するため
の課題と方法」と評する2日間の国際会議が開催されたと発表

 主催者：
 国家人権委員会(NHRC)、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、
欧州議会、国際ジャーナリスト連盟(IFJ)、国家人権機関のグローバル
アライアンス(GANHRI)

 会議開催概要(抜粋)：
 会議にて、国家、ソーシャルメディア企業、人権団体及びその他の利
害関係者に対する一連の勧告を提案

 ソーシャルメディア企業への一連の推奨事項を提示
 例：ソーシャルメディア企業が国際人権法を参考し、オンライン
の市民空間の保護を確保する企業の責任を果たすことを推奨)

 ソーシャルメディアプラットフォームにけるヘイトスピーチへの対応と、
宗教的少数派等に対する暴力や差別を扇動について議論

MENAFN
https //men

afn.com/10

99719849/

Conferenc

e-

recommen

ds-

enhancing-

social-

media-

freedom-

and-

security

https://menafn.com/1099719849/Conference-recommends-enhancing-social-media-freedom-and-security
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テーマ別情報一覧

2月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/19)

ヘルスケア分野関連記事詳細(1/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E1 国内市場：
機械指令
2006/42/ 

ECの改訂
のために
提案された
案に対する
Orgalimの
コメント

2月3日 Orgalimは機械指令の改訂案に対するポジションペーパーを発出
 機械指令名称：

 Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the 

Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 

95/16/EC (recast) (Text with EEA relevance)

 意見内容(抜粋)：
 個人(消費者)の製造業者または第三国からの個人使用への輸入を
明確にする必要があることに同意

 指令の範囲から低電圧機器の除外を削除し、リスクに関係なく全ての
機械が機械指令のみを受けるようにする提案に対し反対。代わりに関
連する製品グループ(例：家電製品及び一般の事務機器)の解釈ガイ
ドに対し追加の説明の付記を推奨、等

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/inte

rnal-

market-

orgalim-

comments-

proposals-

tabled-

revision-

machinery-

directive

英国 2-E2 英国公認機
関が発行し
たCE証明
書の有効性
に関する
ブレグジット
後の更新
(0086)

2月4日 BSIは英国のEU離脱に伴う、英国通知機関が発行のCE証明書(0086)の
影響、EU及び英国市場の双方での当証明書の有効性等を解説

 解説内容：
 医薬品・医療製品規制庁(MHRA)は移行期間中、英国がEUの法律
に準拠することを確認

 移行期間は2020年12月31日に終了予定
 BSI UK Notified Bodyは、EU及び英国市場に配置されている医療機
器の適合性評価を引き続き実施可能

 英国に本拠を置く既存のEU認定機関は影響を受けず、移行期間が
終了するまで以前と同様に活動を継続可能 等

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https //ww

w bsigroup.

com/en-

GB/medica

l-

devices/ne

ws-

centre/ene

ws/2020-

news/post-

brexit-

update-on-

the-validity-

of-ce-

certificates-

issued-by-

our-uk-

notified-

body-0086/

https://www.orgalim.eu/position-papers/internal-market-orgalim-comments-proposals-tabled-revision-machinery-directive
https://www.bsigroup.com/en-GB/medical-devices/news-centre/enews/2020-news/post-brexit-update-on-the-validity-of-ce-certificates-issued-by-our-uk-notified-body-0086/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/19)

ヘルスケア分野関連記事詳細(2/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E3 COCIRは、
医療機器規
制の下で
事業者を
サポート

2月4日 COCIRメンバーは、医療機器規則(MDR)及び体外医療機器規制(IVDR)
に係るトレードパートナーの疑わしいインシデントフォームの共通テンプ
レートに同意であることを発表

 背景：
 医療機器規制(MDR)2017/745および体外医療機器規制

(IVDR)2017/746)において、様々な事業者の義務が初めて明確に規
定

 従来規制からの主な変更点として、輸入業者と流通業者が、製造業
者と認定代理人(MDR第13条(8)と14(4＆5))に、判明した疑わしい事
項に関し全ての苦情と報告を迅速に通知する必要を規定

 フォーム概要：
 流通業者と輸入業者は、当インシデントフォームを使用し、気付いた
疑わしい事項について製造業者に通知可能

 本フォームは、受領した情報をより簡単に構造化及び分析できるため、
製造業者が規制に順守する際にも支援可能

 COCIRメンバーは、トレードパートナーの疑わしい事項に関するインシデント
フォームの共通テンプレートに同意

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry

(COCIR)

https //ww

w cocir.org/

media-

centre/posi

tion-

papers/arti

cle/cocir-

supports-

economic-

operators-

under-the-

medical-

device-

regulation.

html

https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/cocir-supports-economic-operators-under-the-medical-device-regulation.html
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/19)

ヘルスケア分野関連記事詳細(3/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

英国 2-E4 MHRAの法
律に関する
ガイダンス：
医療機器の
臨床調査

2月6日 医薬品・医療製品規制庁(MHRA)は、医療機器の臨床調査に関する
ガイダンス文書の更新版を公開

 文書名称：
 Clinical investigations of medical devices – guidance for 

manufacturers

 目的：
 製造業者がCEマーキングの目的で臨床証拠要件を理解し、満たすこ
とを支援

 主な規定内容：
 臨床データの他の情報源とCEマークのないデバイスの臨床調査の
必要性について記載

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

Medicines and 

Healthcare 

products 

Regulatory 

Agency 

(MHRA) 

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/mhra-

guidance-

on-

legislation-

clinical-

investigatio

ns-of-

medical-

devices/

https //asse

ts.publishin

g.service g

ov.uk/gove

rnment/upl

oads/syste

m/uploads/

attachment

data/file/8

65135/Gui

dance for

mfrs on cli

nical trials

January

2020.pdf

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/mhra-guidance-on-legislation-clinical-investigations-of-medical-devices/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/865135/Guidance_for_mfrs_on_clinical_trials_January_2020.pdf
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/19)

ヘルスケア分野関連記事詳細(4/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E5 IVDR –

MDRラベル
付けの
違い：IVDに
適用される
記号

2月6日 医療機器規則(MDR)および体外診断医療機器規則(IVDR)における、
デバイスのラベル付けについてMedTech Europeがホワイトペーパーを
11月に発出したことを紹介

 記載されている規制：
 医療機器規制：2017/745 / EU(MDR)

 体外診断医療機器規制：2017/746/EU(IVDR)

 策定目的：
 MDRへの準拠用に開発されたシンボルがIVDセクターで使用される
可能性があるものと、そうでないものの違いについて明確化

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/ivdr-mdr-

labelling-

differences

-what-

symbols-

apply-to-

ivds/

https //ww

w medtech

europe.org/

resource-

library/ivdr-

mdr-

labelling-

differences

-what-

symbols-

apply-to-

ivds/

2-E6 将来の欧州
医療機器の
命名法

2月6日 MedTech Europeは、欧州医療機器命名法(EMDN)に関する情報が
1月に委員会によって発表されたことを紹介

 公開された情報：
 現在進行中の作業、Global Medical Device Nomenclature 

(GMDN)とのマッピング
 Medical Device Coordination Group(MDCG)レベルでのEuropean 

Medical Device Nomenclature (EMDN)の管理
 CND命名法の背景、一般原則、構造/グループ化階層

 欧州医療機器命名法(EMDN)の今後の予定：
 2020年に公開予定
 MDCG命名法WGがEMDNの作成、更新、保守及び使用に関連する
ルールとプロセスを定義する予定

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/the-

future-

european-

medical-

device-

nomenclat

ure/

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/ivdr-mdr-labelling-differences-what-symbols-apply-to-ivds/
https://www.medtecheurope.org/resource-library/ivdr-mdr-labelling-differences-what-symbols-apply-to-ivds/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/the-future-european-medical-device-nomenclature/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(5/19)

ヘルスケア分野関連記事詳細(5/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E7 MDR及び
IVDRの実
装をサポー
トするため
に発行され
た医療機器
のサイバー
セキュリティ
に関するガ
イダンス

2月6日 Medical Device Coordination Group(MDCG)がオンラインで利用
可能になった医療機器のサイバーセキュリティに関するガイダンスを承認
したことを、MedTech Europeが紹介(1月6日)
 ガイダンス文書は、International Medical Device Regulators Forum(IMDRF)
のサイバーセキュリティガイダンスと整合

 ガイダンスの目的：
 メーカーがMDR及びIVDRの付録Iにある関連する全てのサイバーセ
キュリティ要件の順守を支援

 ガイダンス記載内容(要旨)：
 全てのデバイスの可能な操作モードでメリットとリスクの適切なバラン
スの確保を目的に、企業を支援するための市販前と市販後の両方の
要件を説明

 メーカー以外の関係者の期待に関する追加の考慮事項を提供

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/guidance

-on-

cybersecuri

ty-for-

medical-

devices-

published-

to-support-

the-

implement

ation-of-

the-mdr-

and-ivdr/

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/guidance-on-cybersecurity-for-medical-devices-published-to-support-the-implementation-of-the-mdr-and-ivdr/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(6/19)

ヘルスケア分野関連記事詳細(6/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E8 MDR及び
IVDRに対
する2回目
の正誤表

2月6日 MedTech Europeが欧州委員会が医療機器規則(MDR)および体外
診断医療機器規則(IVDR)に関する正誤表の第2版をEU公式ジャーナル
に掲載したことを発表(12月27日)
 MDRの「猶予期間」(2020年5月26日~2024年5月26日)の対象となる医療機器
のスコープ・分類について記載

 正誤表名：
 IVDR:：Corrigendum to Regulation (EU) 2017/746 of the 

European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in 

vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 

98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU

 MDR: Corrigendum to Regulation (EU) 2017/745 of the European 

Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, 

amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 

and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council 

Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (OJ L 117, 5.5.2017)

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/second-

corrigenda-

to-the-mdr-

and-ivdr/

2-E9 MedTech 

Europeは、
患者がデバ
イスを利用
できるように
するために、
MDRで行動
を促す
フレーズを
公開

2月6日 MedTech Europeが「Implementation Status of the Medical 

Devices Regulation: a Call to Action」を公開したことを発表(1月8日)
 MDR移行期間の終了時までに対処する必要がある主要な課題に焦点を当て、
業界が医療機器を患者に利用可能とするためには、EUの政策立案者による緊
急の解決策が必要である旨記載

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/medtech-

europe-

publishes-

call-to-

action-on-

the-mdr-to-

keep-

devices-

available-

to-patients/

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/second-corrigenda-to-the-mdr-and-ivdr/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europe-publishes-call-to-action-on-the-mdr-to-keep-devices-available-to-patients/
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【情報収集結果】欧州におけるヘルスケア分野の標準化動向(7/19)

ヘルスケア分野関連記事詳細(7/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E10 1月1日に施
行された医
薬品の完全
性と透明性
に関するス
イスの規制

2月6日 MedTech Europeは医薬品の分野における完全性と透明性に関し、
スイスにおいて規制が発効されたことを発表(1月1日)
 スイス治療薬法第55条及び第56条に従って、完全性と透明性の義務に関する詳
細を規制

 主な規定内容:

 医療従事者(HCP)の教育支援に関する規則の概要及びスイスの政
府に対する医薬品分野の透明性の義務について規定

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/swiss-

regulation-

on-

integrity-

and-

transparen

cy-in-the-

field-of-

medicinal-

products-

entered-

into-effect-

on-1-

january/

2-E11 EDPBのデ
ザイン及び
デフォルト
ガイドライン
によるデー
タ保護に関
する第25条
に関する公
開協議への
MedTech 

Europeの
参加

2月6日 MedTechは、欧州データ保護委員会(EDPB)によるGDPR第25条
データ保護の設計及びデフォルトに関するガイドライン4/2019の公開協議
に参加
 ガイドラインはGDPR25章によって義務付けられた、デザインとデフォルトによる
データ保護の義務に関する一般的なガイダンスを提供

 GDPR25章規定内容：
 データ保護の原則とデータ主体の権利と自由をデザインとデフォルト
で効果的に実装すること

 コメント発出者：
 50以上の組織と個人がEDPBに対しコメントを発出

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/medtech-

europes-

participatio

n-in-the-

public-

consultatio

n-on-

article-25-

data-

protection-

by-design-

and-by-

default-

guidelines-

of-the-

edpb/

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/swiss-regulation-on-integrity-and-transparency-in-the-field-of-medicinal-products-entered-into-effect-on-1-january/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-europes-participation-in-the-public-consultation-on-article-25-data-protection-by-design-and-by-default-guidelines-of-the-edpb/
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E12 欧州データ
保護監督者
(EDPS)が
データ保護
と科学研究
に関する予
備的見解を
発表

2月6日 MedTech Europeは、欧州データ保護監督者(EDPS)がデータ保護と
科学研究に関する予備的見解を公表したことを紹介(1月6日)

 見解概要：
 一般データ保護規則(GDPR)での科学研究の定義と、EUでの研究の
ガバナンスフレームワーク、特に臨床試験に言及

 同意の概念、互換性の推定、データ主体の権利の軽視など、GDPR
で定められている科学研究を目的としたデータ処理のための特別な
体制における主要原則を分析

 今後の動き：
 MedTech Europeのデータ保護委員会は、EDPSにコメントを提出す
る予定

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/european

-data-

protection-

supervisor-

edps-

publishes-

preliminary

-opinion-

on-data-

protection-

and-

scientific-

research/

2-E13 スマートフォ
ンを修理す
る権利を得
るための戦
いにご参加
ください：請
願書に署名
してくださ
い！

2月7日 ECOSは、製造業者に最小限の設計要件を導入することで、人々に
スマートフォンを修理する権利を与えるよう欧州連合に求める請願を共同
で開始
 Right to Repairキャンペーンのパートナーと協力し請願

 欧州連合に対しメーカーへ以下のことを要求するべきであると主張：
 デバイスを破損することなく簡単に分解できるスマートフォンを設計
 すべての修理業者と消費者がスペアパーツを利用可能
 修理マニュアルと携帯電話の修理方法に関する情報を提供
 製品の寿命を延ばすために、長期的なセキュリティ更新にコミット

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/join-us-

in-the-fight-

for-your-

right-to-

repair-sign-

our-

petition/

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/european-data-protection-supervisor-edps-publishes-preliminary-opinion-on-data-protection-and-scientific-research/
https://ecostandard.org/news_events/join-us-in-the-fight-for-your-right-to-repair-sign-our-petition/
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

英国 2-E14 ロンドン初
のブレグ
ジット、気候
変動に対す
るレジリエン
ス戦略計画

2月10日 ロンドン市長は、気候変動やブレグジットの経済的影響を含む長期的な
脅威に対する都市の準備を組織するための都市初の回復力戦略を発表

 戦略概要：
 100のレジリエント都市プロジェクト(100RC)の下で開発
 特に英国の欧州連合からの離脱による供給と経済の変化の中で、
食料の安全を確保するための方法を記載

 熱波と水不足に特に注意を払い、応急処置訓練と応急処置者間の
調整を強化し、サイバー攻撃と物理的テロ攻撃に備えるための手順を
記載

SMARTCITIE

S DIVE

https //ww

w smartciti

esdive.com

/news/lond

on-

resilience-

plan-

climate-

change-

brexit/5719

58/

欧州 2-E15 EUは二酸
化チタンに
関する公式
規制を発表

2月18日 欧州連合は、二酸化チタン吸入による発がん性物質の疑いのある物質を
分類するための公式の委任規則を発表

 規制内容：
 1％を超える酸化チタンを含むすべての混合物に対しラベル修正を
要求

 液体の塗料とインクの場合、噴霧および呼吸可能な液滴に対して
警告する警告文を適用することが義務付け

 適用時期：
 2021年9月に適用予定

 ステークホルダの反応：
 欧州のコーティング業界はこの決定を批判。 European Council of 

manufacturers of paint, printing ink and artist colours (CEPE)は、
本規則が他の粉末物質に対し危険な先例になると警告

EUROPEAN-

COATINGS

https //ww

w europea

n-

coatings.co

m/Markets-

companies/

Raw-

materials-

market/EU-

publishes-

official-

regulation-

on-

titanium-

dioxide

https://www.smartcitiesdive.com/news/london-resilience-plan-climate-change-brexit/571958/
https://www.european-coatings.com/Markets-companies/Raw-materials-market/EU-publishes-official-regulation-on-titanium-dioxide
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E16 EU Health 

Coalitionは、
ヨーロッパ
の野望を反
映した
Horizon 

Europe予算
を要求

2月19日 COCIRは、欧州評議会サミット(2月20日)に先立ち、EU Health 

Coalitionが加盟国に対し、多年次財務フレームワークを交渉すると共に、
採択を要求したと発表
 予算削減により、EUの戦略計画が保留になることを深く懸念。研究の革新に対
するヨーロッパの野心を反映するHorizon Europeの予算と同様に、多年次財務
フレームワークについて交渉し、採択を要求

 背景：
 欧州理事会議長は、新たな財政に係るブループリントとして、研究と
革新への資金は84.013億ユーロになると提唱

 上記提案は、Horizon Europeに1,000億ユーロを割り当てるという欧
州委員会の要求、Horizon Europeの下での資金増額を求める欧州
議会の要求とは対照的

 EU Health Coalition概要：
 患者の組織、EUの研究志向の医学会、業界の代表者、健康に関す
る共通のビジョンを共有するその他の関連する利害関係者より構成

 COCIRもメンバーとして加盟

European 

Coordination 

Committee of 

the 

Radiological, 

Electromedical 

and 

Healthcare IT 

Industry

(COCIR)

The EU Health 

Coalition

https //ww

w cocir.org/

media-

centre/posi

tion-

papers/arti

cle/the-eu-

health-

coalition-

calls-for-a-

horizon-

europe-

budget-

reflective-

of-europes-

ambition.ht

ml

https //ww

w euhealth

coalition.eu

/news/the-

eu-health-

coalition-

calls-for-a-

horizon-

europe-

budget-

reflective-

of-europes-

ambition-

for-an-

innovative-

and-

competitive

-research-

landscape-

warning-a-

budget-cut-

would-

jeopardize-

eu-health/

https://www.cocir.org/media-centre/position-papers/article/the-eu-health-coalition-calls-for-a-horizon-europe-budget-reflective-of-europes-ambition.html
https://www.euhealthcoalition.eu/news/the-eu-health-coalition-calls-for-a-horizon-europe-budget-reflective-of-europes-ambition-for-an-innovative-and-competitive-research-landscape-warning-a-budget-cut-would-jeopardize-eu-health/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

スウェ
ーデン

2-E17 SIS CEOが
政府のコラ
ボレーション
グループに
参加

2月19日 SISは、スウェーデン政府が戦略的協力プログラムのコラボレーション
グループを設立したことを発表
 SISのCEOはビジネスセクターのデジタル構造変革のコラボレーショングループ
の一員として任命

 4つの戦略的協力プログラム：
1. ビジネスデジタルのデジタルトランスフォーメーション
2. .健康とライフサイエンス
3. ビジネス環境の変化と能力の供給
4. 生涯学習

 コラボレーショングループ概要：
 業界、学界、市民社会及び公共コミュニティの専門家と代表者より構
成

 各コラボレーショングループには約20人がメンバー登録
 専門知識、意思決定力、リソース、ネットワークにより、コラボレーショ
ングループは主要な社会的課題に対応し、スウェーデンの競争力に
貢献する革新的な解決策の発見を支援予定

Swedish 

Standards 

Institute (SIS)

https //ww

w sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/sis-vd-

med-i-en-

av-

regeringen

s-

samverkan

sgrupper/

https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/sis-vd-med-i-en-av-regeringens-samverkansgrupper/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

英国 2-E18 警告：医療
用フェイスマ
スクの偽証
明書

2月20日 P＆P Business Groupが3D Medical Maskを含むすべての使い捨て
医療衣料製品がBSIによって認証されていると主張していることについて、
BSIは事実に反するとして反論

 背景：
 P＆P Business Groupは同社が製造した3DメディカルマスクがBSIの
認証を受け、BSIによって型式認証されたと主張

 BSI主張：
 BSIは、認定は事実ではなく、この製品または会社について認識して
いないと主張

 P＆Pの製品の購入者は、製品がBSIによって認証されていないことに
注意すべきと喚起

 BSIはP＆Pに書面で通知し、BSIまたはその認証への言及を直ちに
撤回するよう要求

British 

Standards 

Institution 

(BSI)

https //ww

w bsigroup.

com/en-

GB/about-

bsi/media-

centre/pres

s-

releases/2

020/februar

y/warning-

fake-

certificate-

for-

medical-

face-

masks/

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2020/february/warning-fake-certificate-for-medical-face-masks/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

スウェ
ーデン

2-E19 LSS宿泊の
最初の基準

2月24日 SISはLSS法に基づいた宿泊施設の質を保証するための新規規格を
策定中であることを紹介
 自治体、民間及び公的機関、障害者団体の代表者とともに、成人向けの特別な
サービスを備えた住宅の品質基準を開発中

 LSS 法概要：
 広範囲にわたる長期の障害を持つ人々の良好な生活条件を保証し、
日常生活において必要な支援を提供するため権利法

 規定予定内容：
 コミュニケーション、身体的・精神的健康、援助や活動などの分野にお
ける個人のニーズに対応

 個人の住居と共有エリアに対応し、個人の生活の質と生活状況にとっ
て特に重要な活動の要件を指定

 策定までのスケジュール：
 2020年～2021年末頃に策定完了予定

Swedish 

Standards 

Institute (SIS)

https //ww

w sis.se/ny

heter-och-

press/pres

smeddelan

den/forsta-

standarden

-for-lss-

boende/

https://www.sis.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/forsta-standarden-for-lss-boende/
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

フラン
ス

2-E20 フランス、廃
棄物対策、
循環経済法
を発表

2月25日 Waste360は、フランス国会がサーキュラーエコノミーを推進するため、
廃棄物を大幅に規制する法律を可決(1月30日)、公布(2月10日)したこと
を発表
 2025年までに全てのプラスチックをリサイクル可能にし、今後10年間で使い捨て
プラスチックボトルの使用の50％削減を目指す

 規定内容：
 デザイナーの衣服や高級品会社による売れ残りまたは返品商品の破
壊を禁止

 薬局が特定の薬を個別の用量で販売することを奨励
 領収書と使い捨てプラスチックまで紙の使用を段階的に廃止
 生産者、輸入業者及びAmazonなどのオンライン企業を含む流通業
者に対し、健康または安全上のリスクをもたらすものを除く売れ残りの
非食料品を寄付するよう要請

 ファーストフードのレストランや持ち帰りについては、遅くとも2023年ま
でにプラスチック容器の使用を中止するよう要請

Waste360

The Guardian

https //ww

w.waste36

0.com/legis

lation-

regulation/f

rance-

announces

-anti-

waste-

circular-

economy-

law

https //amp

-

theguardia

n-

com cdn.a

mpproject.

org/c/s/am

p.theguardi

an.com/wo

rld/2020/ja

n/30/france

-passes-

landmark-

law-to-

stop-

unsold-

goods-

being-

thrown-

away

https://www.waste360.com/legislation-regulation/france-announces-anti-waste-circular-economy-law
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/world/2020/jan/30/france-passes-landmark-law-to-stop-unsold-goods-being-thrown-away
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E21 規格は建設
業界のデジ
タル化を
支援

2月27日 「Standards Build Trust」キャンペーンの一環として、CENとCENELEC
が建設業界のデジタル化に関するビデオを作成したことを発表

 背景：
 AI、3Dプリンティング、ドローン、量子コンピューターなどのツールは、
建設業界をより効率的で持続可能とし成功させることが可能

 単一市場全体でのデジタルツールの採用を成功させるための標準の
役割は、建設部門で特に顕著

 ビデオ概要：
 名称：
「#TrustStandards：建設におけるデジタルソリューションの構築」

 規格の重要性を明示。特に、EN規格は相互運用性を促進し、データ
の流通を容易にし、効率を高め、建設部門をより持続可能とすること
を説明

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

009 aspx

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-009.aspx
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(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E22 Googleの
Fitbit買収は
プライバ
シーリスク
になる、と
EUが警告

2月28日 GIZMODEは欧州データ保護会議(EDPB)が第18回本会議において、

GoogleによるFitbit買収が大きなリスクを伴うとして懸念を表明したと
発表

 声明内容：
 GoogleによるFitbit買収の発表に伴い、EDPBは、大手テック企業に
よる欧州市民の個人情報のさらなる統合と蓄積は、プライバシーと
データ保護に対する大きなリスクになる可能性があると懸念を表明

 GoogleとFitbitの合併はEU一般データ保護規則(GDPR)に則ったも
のでなければならないと指摘

 EDPBがGoogle-Fitbitの合併に件を示す背景:

 Googleは、GDPRが施行した初日より規則違反をしていたことが判明
 2019年にはフランスがGoogleに対し、複雑なプライバシー規約につ
いて5700万ドルの罰金請求

 本合併については。米国でも司法省が懐疑的な姿勢である他、
Googleは数々の反トラスト法違反の疑いで調査中

GIZMODE
https //gizm

odo com/e

u-warns-

google-

buying-

fitbit-

presents-a-

major-

privacy-

184181702

6

https://gizmodo.com/eu-warns-google-buying-fitbit-presents-a-major-privacy-1841817026
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

ドイツ 2-E23 DINとDKE：
スマート
(インテリ
ジェント)
テキスタイ
ルに関する
活動の調整
が開始

2月28日 DINとDKEは、スマート(インテリジェント)及び電子テキスタイルに関する
委員会の役割を整理し、調整したことを発表

 目的：
 多数の活動を束ねて調整し標準を提示し、標準化を通じて研究開発
を促進及び支援

 当分野に関しては、国内委員会をK 802「ウェアラブル」に従属させることを決定
 関連する国際標準化委員会:

 NA 106:DIN標準委員会 繊維及び繊維機械(繊維標準)

 DKE WG AK 802.0.1：電気部品付き繊維
 DKE WG AK 802.0.2：用語

 国際及び地域新規委員会を討議する新規委員会を設立
 新規委員会名：

 テキスタイル標準/ DKE合同作業委員会NA 106-01-21 GA「スマート
および電子繊維の調整委員会」

 (参考)関連する国際・地域標準化委員会:

 ISO / TC 38 / WG 32:スマートテキスタイル
 CEN / TC 248 / WG 31:スマートテキスタイル
 IEC / TC 124 / WG 1:用語
 IEC / TC 124 / WG 2 :E-textiles

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/health/

news/geme

inschaftsar

beitsaussc

huss-

smart-

textiles-

gegruendet

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/health/news/gemeinschaftsarbeitsausschuss-smart-textiles-gegruendet
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E24 SNITEMス
タートアップ
デ―

2月6日 MedTech Europeは第6回Innovative Medical Device Startup Dayを

SNITEM(フランスの医療機器協会)が主催することを発表
(5月12日、@パリ)

 実施内容：
 規制戦略、市場へのアクセス、スタートアップを立ち上げるための重
要なステップ、プロジェクトの資金源などに関する意見交換、等

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/eve

nt/snitem-

start-up-

day/

2-E25 MedTech 

Week 2020 

–日付を
抑える

2月6日 MedTech Europeは#MedTechWeekを開催予定であることを発表
(10月12日～16日)
 毎年期間中には150を超える活動が開催され、人命救助と改善、持続可能な医
療システムの強化における医療技術の役割等を説明

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/medtech-

week-

2020-save-

the-date/

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/event/snitem-start-up-day/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/medtech-week-2020-save-the-date/
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

欧州 2-E26 MedTech 

Forum 

2020 –早期
申し込み料
金で登録す
る最後の
チャンス

2月6日 MedTech EuropeはMedTech Forum 2020を開催することを発表

(5月25日~27日@ベルリン)
 イベント内容：

 ビッグデータ、AI、MDR、IVDR、質ベースの調達、診断情報の質
(VoDI)、破壊的な新興企業、Horizon Europe等に関するセッション

 グローバルMedTechコンプライアンス会議(GMTCC)

 BVMedが主催するドイツMedTechデー(5月25日)

 (参考)イベント開催に際してのネットワーキングの機会：
• イベントの1か月前に利用可能になる新しい会議アプリ(参加者との
ネットワークを構築し、予定を十分に事前に整理可能なサービス) 等

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/the-

medtech-

forum-

2020-last-

chance-to-

register-

with-the-

early-bird-

rate/

2-E27 ブリュッセル
での2020年
3月27日の
IHEヨーロッ
パとの相互
運用性
トレーニング

2月6日 MedTech Europeは Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) と
協力し、半日トレーニングを開催することを発表
(3月27日 @ブリュッセル)
 デジタルヘルス相互運用性テストイベントとして毎年開催されるIHE Europe 

Connectathonの一部として開催予定
 開催内容：

 IHEとPCHAllianceの代表者について紹介し、参加者をIHE組織に紹
介

 IHEプロファイルと仕様を説明し、プロファイル開発、テスト、適合性評
価などのIHEプロセスを議論

 登録締め切り：
 2020年3月2日

Alliance of 

European 

medical 

technology 

industry 

associations

(MedTech 

Europe)

https //ww

w medtech

europe.org/

news-and-

events/new

s/an-

interoperab

ility-

training-

with-ihe-

europe-on-

27-march-

2020-in-

brussels/

https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/the-medtech-forum-2020-last-chance-to-register-with-the-early-bird-rate/
https://www.medtecheurope.org/news-and-events/news/an-interoperability-training-with-ihe-europe-on-27-march-2020-in-brussels/
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U1 関係者のイ
ンプットをも
とにIoTのサ
イバーセ
キュリティー
のベースラ
インを改善：
NISTIR 

8259の草案
第2版への
パブリック
コメントを
募集中

2月4日 米国国立標準技術研究所(NIST)は、IoTデバイスの製造業者に向けた
サイバーセキュリティの推奨事項を記したNISTIR 8259の草案第2版を
発表し、再度パブリックコメントを募集(2月7日まで)
 NISTは、昨年公表したNISTIR 8259の草案第1版に集まったパブリックコメントを
受け、修正した第2版を改めて発表

 主要な変更点：
 全体を通じて、サイバーセキュリティが製品のライフサイクルを通して
考慮すべき事項であることを強調

 NISTIR 8259策定の意図がIoTデバイスに関する基礎的な活動、設
計、開発プロセスにおける中核的なベースラインを設定することを踏
まえ、タイトル、構成、内容を修正
 タイトル

 Recommendations for IoT Device Manufacturers: 

Foundational Activities and Core Device Cybersecurity 

Capability Baselineに変更
 構成、内容

 Section 2：製造業者の視点を追加、販売前と販売後のフェー
ズの区別を追加

 Section 3：販売前の活動についてハイライト
 Section 4：販売後の活動に言及
 Section 5：結論と製造業者が次にとるべきアクションを記述

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

(NIST)

https //ww

w nist.gov/

blogs/cyber

security-

insights/im

proving-iot-

cybersecuri

ty-

baseline-

stakeholde

r-input-

draft-v2-

nistir

https://www.nist.gov/blogs/cybersecurity-insights/improving-iot-cybersecurity-baseline-stakeholder-input-draft-v2-nistir
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U2 GDPR、
CCPAが連
邦レベルの
ヘルスケア
プライバ
シーに与え
る潜在的な
影響

新興のプラ
イバシー法
制は、どの
ようにヘル
スケア産業
に影響を与
えているか

2月7日

2月10日

ヘルスケア情報業界を取り巻く情勢の変化を受け、既存の医療保険の
相互運用性と説明責任に関する法令(HIPAA)に代わる新たなヘルスケア
情報保護法が制定される可能性

 背景：
 米国においては、2003年に施行したHIPAAがヘルスケア情報のプラ
イバシーを管轄してきたが、最新の業界動向に追い付いていないなど
数多くの問題点が存在
 法律のスコープがヘルスケア提供事業者など特定の業態に限定さ
れており、ウェブサイトやアプリを通じてヘルスケア情報を収集する
事業者などは法律の適用外

 患者自身により生成されるヘルスケア情報に関する取扱いが複雑
 ヘルスケア情報保護に関する最近の法令：

 EU一般データ保護規則(GDPR)

 個人情報一般の扱いを規定するが、ヘルスケア情報特有の規定
は不在

 カリフォルニア州Confidentiality of Medical Information Act(CMIA)

 HIPAAよりもウェブ、アプリ事業者など広い事業者を管轄
 カリフォルニア州消費者プライバシー保護法(CCPA)

 HIPAA、CMIAでカバーされない事業者の持つヘルスケア情報を
カバー

 今後の連邦レベルでの動向：
 現在連邦議会でProtecting Personal Health Data Actなどヘルスケ
ア情報に関連する法案が提案中

 HIPAAの改正や新たなヘルスケア情報に関連する法令の制定、一般
的なプライバシー保護法令の制定など、様々な形で規制が強化され
る可能性

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/gdpr-

ccpa-s-

potential-

impact-on-

federal-

61665/

https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/how-

emerging-

privacy-

laws-are-

impacting-

46672/

https://www.jdsupra.com/legalnews/gdpr-ccpa-s-potential-impact-on-federal-61665/
https://www.jdsupra.com/legalnews/how-emerging-privacy-laws-are-impacting-46672/
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U3 ANSIの米
国適合性認
定機関
(ANAB)は、
Global 

Retail and 

Manufactur

er Alliance
認証を発足

2月7日 米国適合性認定機関(ANAB)は、Global Retail and Manufacturer 

Alliance(GRMA)の認証スキーム向けの新たなパイロット適合プログラム
を発足させ、参加申込みを受付中(2月12日～4月12日まで)

 パイロット適合プログラム概要：
 ISO/IEC 17065 「General requirements for bodies operating 

product certification systems」に基づき実施
 全ての認証機関が各製品カテゴリーにつき1種類の監査規格のみを
カバーすることで、製造業者や小売業者が様々な消費者や小売業者
のニーズに対応可能とすることを企図

 GRMA認証スキーム概要：
 サプリや消費財、一般用医薬品(OTC)といった食品以外の様々な製
品カテゴリーの監査規格(以下、例)をカバー
 サプリ：NSF/ANSI 455-2-2018, Good Manufacturing Practices 

for Dietary Supplements

 化粧品：NSF/ANSI 455-3-2018, Good Manufacturing Practices 

for Cosmetics

 OTC：NSF/ANSI 455-4-2018, Good Manufacturing Practices 

for Over-the-Counter Drugs

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=a

59feacf-

64ac-4937-

b92a-

9db306c2a

e82

2-U4 脳波計安全
性と性能に
関する新た
に発表され
た仕様

2月7日 国際電気標準会議(IEC)は、ヘルスケア施設などで使用される脳波計の
基本的な安全性と性能に関する新たなバージョン規格IEC 80601-2-26を
発表

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https //ww

w ul.com/n

ews/new-

edition-iec-

80601-2-

26-

electroenc

ephalograp

hs

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=a59feacf-64ac-4937-b92a-9db306c2ae82
https://www.ul.com/news/new-edition-iec-80601-2-26-electroencephalographs
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U5 「HD-PLC」
対応
LONMARK
規格が
ANSI/CTA
にて承認

2月19日 高速電力線通信HD-PLCの普及団体HD-PLCアライアンスは、HD-PLC
方式を採用したインテリジェント分散型ネットワークシステムLONMARK
の規格がANSIの認定を受けたことを発表

 背景：
 これまでのLONMARK規格は、通信方式に低速電力線通信を使用し
ておりIoTといった新たなネットワーク機器接続時にとって障壁

 LonMark Internationalは、2017年HD-PLCを通信方法に採用し、米
国規格協会(ANSI)や全米民生技術協会(CTA)での標準化活動を実
施

 規格概要：
 LONMARK規格(ANSI/CTA709.8)は、配線工事の負担が軽く、長距
離かつ高速通信が可能なHD-PLC方式を採用

 新規格を活用することで、従来のLONMARK規格に基づき使用され
てきた工場の屋内機器制御やスマート街灯や照明システムなどの屋
外機器制御などを高速通信へ置き換えることが可能

Business Wire
https //ww

w business

wire com/n

ews/home/

202002190

05331/ja/

https://www.businesswire.com/news/home/20200219005331/ja/
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U6 米国国家医
療 IT 調整
官室(ONC)
は、研究目
的の医療
データとIT
インフラの
改善を戦略
目標に

2月24日 米国国家医療 IT 調整官室(ONC)は、健康領域におけるITとデータ活用
の推進を目指す戦略National Health IT Priorities for Researchを
発表

 背景：
 電子的なヘルスレコードの活用や利用可能性が拡大する一方、デー
タの質や一貫性、データアクセスポリシー・ガバナンス、研究ツール開
発、技術的アーキテクチャの一貫性などの課題により、ヘルスレコード
の研究への活用が困難

 さらにONCの調査により、研究のための健康のためのITインフラの活
用やツールの利用方法の習得の機会が不足していることも判明

 National Health IT Priorities for Researchの概要：
 健康領域におけるITとデータ活用の課題を乗り越えるため、質の高い
電子データの活用とITインフラの向上を目指した施策を提示
 質の高い電子データの活用

 収集時のデータ品質の向上
 研究目的の仕様を可能とするためのデータの整合性の向上
 相互運用可能な電子データへのアクセスの改善

 ITインフラの向上
 効率的なデータ保管と発見のためのサービスの改善
 新興の健康に関連するデータソースの統合
 データ集約のためのツールと方法論の改善
 教育と参加を増やすためのITシステムの活用
 ヘルスケア提供時の知識の統合の促進

Government

CIO Magazine

https //ww

w governm

entciomedi

a.com/onc-

strategizes

-health-

data-it-

infrastructu

re-

improveme

nts-

research

https://www.governmentciomedia.com/onc-strategizes-health-data-it-infrastructure-improvements-research
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U7 Consumer 

Technology 

Association
は、ヘルス
ケアにおけ
るAIの規格
を策定

2月25日 Consumer Technology Association(CTA)は、ヘルスケアにおけるAI
関連の用語やデータの完全性、信頼性に関する規格ANSI/CTA規格を
策定し、ANSIが当規格を認定

 背景：
 ヘルスケア領域において、正確な診断やパーソナライズ化された治療、
より良い結果のための方向性の提示などにAIが重要な役割を果たす
見込み

 規格名称：
 ANSI/CTA-2089.1 Definitions/Characteristics of Artificial 

Intelligence in Health Care

 規格概要：
 データの匿名化、患者の遠隔モニタリング、アシスティブインテリジェン
スなどAIに関連する用語を定義するほか、データの完全性の向上や
バイアスの低減によるAIの信頼性の向上のためのガイダンスを提示

 米国医師会(AMA)、Humanaといった医療団体・企業やAmazon、
Google、Microsoftといたテック企業、Livongo、MindMaze、
CarePredictといったデジタルヘルススタートアップらが策定に参加

Med City 

News

https //med

citynews c

om/2020/0

2/consume

r-

technology

-

association

-creates-

standard-

for-ai-in-

healthcare/

?rf=1

https://medcitynews.com/2020/02/consumer-technology-association-creates-standard-for-ai-in-healthcare/?rf=1
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ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U8 カリフォルニ
ア州議会議
員は、カリ
フォルニア
州消費者プ
ライバシー
保護法の健
康、研究に
関する危険
性について、
緊急ステー
タスの改正
案とともに
検討

2月25日 カリフォルニア州議会は、医療研究やヘルスケア提供に際してのプライバ
シー保護要件を緩和するため、消費者プライバシー保護法(CCPA)修正
案を審議中

 修正案検討概要：
 医療研究者やヘルスケアプロバイダーの懸念に応え、1月に発効した

CCPAの修正案を「CCPA amendment AB 713」として審議中
 既存の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令(HIPAA)など
の規制で管理されている個人情報や事業者などに対してのCCPAの
適応を除外
 HIPAAなどに規定されている匿名化された情報
 HIPPAに従い個人情報を保護している事業者
 関連する規則に適合する医療研究
 米国食品医薬品局(FDA)の規則に従い医療機器の登録や追跡の
ために収集された個人情報

 事業者が匿名化された情報を開示、販売する場合は、その旨と匿名
化の手法をプライバシーポリシーにおいて公表することを規定

International 

Association of 

Privacy 

Professionals

(IAPP)

https //iapp

org/news/

a/ca-

legislators-

confront-

ccpa-

health-and-

research-

dangers-

with-

urgency-

statute-

proposal/

https://iapp.org/news/a/ca-legislators-confront-ccpa-health-and-research-dangers-with-urgency-statute-proposal/
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(8/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(27/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U9 CBRSアラ
イアンスは、
3.5GHz帯
の5Gの
技術仕様を
公開

2月27日 3.5GHzの共同電波帯の活用を推進する業界団体CBRS Allianceは、
同電波帯における5G通信の技術規格を公表

 背景：
 米国連邦通信委員会(FCC)は、5G通信の普及のためMid-bandの電
波帯の割り当てを拡張中
 2020年1月にこれまで未認可だった3.5GHz帯の商用利用を認可
 3.7GHzから4.2GHzのC-Bandも開放する予定だが、1年以上か
かる見込み

 規格概要：
 3.5GHzの5G通信に向けて、電波利用に関する規格策定団体3GPP
により策定された、既存の共用電波帯の規格を補完する形で開発

 柔軟なチャネル割り当てやコーチャネルオペレーションなどの新たな
課題を克服したほか、エンタープライズアプリケーションとセキュリティ、
認証、遅延の削減、バックホールの使用、私用、商用ネットワークを介
しての音声・データローミングなどに関する新たな仕様を規定

Mobile World
https //ww

w mobilew

orldlive.co

m/featured-

content/top

-three/cbrs-

alliance-

finalises-3-

5ghz-5g-

spec/

https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/cbrs-alliance-finalises-3-5ghz-5g-spec/
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【情報収集結果】米国におけるヘルスケア分野の標準化動向(9/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(28/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

米国 2-U10 カリフォルニ
ア州の新た
なサイバー
セキュリティ
法は多くの
医療機器を
回避してい
ると弁護士
らは指摘

2月28日 米国カリフォルニア州IoTセキュリティ法は、連邦法等で規制される医療機
器を対象外とするものの、米国食品医薬品局(FDA)は策定中の医療機器
のサイバーセキュリティガイドラインにおいて同法の施行状況を参考にす
る可能性ありと示唆

 背景：
 カリフォルニア州は、IoT機器のサイバーセキュリティを強化するため

IoTセキュリティ法を制定し、2020年1月に発効
 IPアドレスやBluetoothアドレスを保有するIoT機器の製造業者に
対し、適切なセキュリティ措置をとることを要求

 同法は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律
(HIPAA)や同州の医療情報のプライバシーと保護に関する法律な
どで規制を受ける医療機器は対象外

Medtech Dive
https //ww

w medtech

dive com/n

ews/califor

nias-new-

cybersecuri

ty-law-

sidesteps-

most-

medical-

devices-

lawyers/57

3063/

https://www.medtechdive.com/news/californias-new-cybersecurity-law-sidesteps-most-medical-devices-lawyers/573063/
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細(29/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C1 Xiao 

Yaqing局長
が国家医薬
品局の医薬
品評価セン
ター視察に
おいて、レ
ビューと承
認プロセス
の最適化と
臨床に必要
な医薬品開
発の推進を
要求

2月14日 国家市場監督管理総局Xiao Yaqing局長が国家医薬品局の医薬品評価
センターを視察。最適化された手順を踏み、コロナウィルス対策に緊急で
必要な薬のレビューと承認の基準引き下げを防ぐよう要求
 アウトブレイク後の医薬品の緊急審査の状況把握を目的に視察を実施
 Xiao Yaqing局長は、医薬品の早期使用のためのレビュー・承認の最適化と、
緊急時のレビュー・承認プロセスを通じて承認された製品に関する監督と検査の
強化を指示

国家市場監督
管理総局
(SAMR)

http //www.

samr gov.c

n/xw/zj/202

002/t20200

214 31164

1.html

2-C2 中国電子技
術標準化研
究院がコロ
ナウィルス
感染予防用
品標準情報
サービスプ
ラットフォー
ムを開始

2月13日 中国電子技術標準化研究院がコロナウィルス感染予防用品標準情報
サービスプラットフォームを開始

 プラットフォーム上での掲載内容：
 医療用保護服(医療用隔離服を含む)、呼吸保護装置、使い捨て医療
用保護手袋(ラテックス手袋を含む)、使い捨て医療作業用保護キャッ
プ、保護メガネ、使い捨て医療靴カバー、フェイススクリーン、の7つの
カテゴリの製品の標準

 国内外の標準の主要な技術指標に関する比較研究レポート

工業情報化部
(MIIT)

http //www.

miit.gov.cn/

n1146290/

n1146402/

n1146445/

c7674655/

content.ht

ml

http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202002/t20200214_311641.html
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146445/c7674655/content.html
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細(30/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C3 国家標準化
委員会
(SAC)によ
る新型コロ
ナウイルス
肺炎の予防
と管理の
ための国際
規格の提案
募集のお知
らせ

2月18日 国家標準化委員会(SAC)が新型コロナウイルス肺炎の予防と管理のため
の国際規格の提案を募集(2月19日まで)
 関連組織に対して、国際標準化機構(ISO)および国際電気標準会議(IEC)の国際
規格案の要件に従って提案するよう要請

国家標準化
委員会(SAC)

http //www.

sac.gov.cn/

sbgs/sytz/2

02002/t202

00218 344

060 htm

2-C4 「新型コロナ
ウイルス肺
炎予防と防
止に関する
標準の公共
サービスプ
ラットフォー
ム」が、感染
症の予防と
管理をサ
ポートする
ために開始

2月19日 浙江省標準化研究所が「新型コロナウイルス肺炎予防と防止に関する
標準の公共サービスプラットフォーム」を開設(2月15日)

 サービスプラットフォーム概要：
 国家市場監督管理総局および浙江省市場監督管理局が設立し、保
護物品や緊急事態管理のニーズに関する国際、国内外、業界標準を
掲載

 「新型コロナウイルス肺炎保護具」、「公共の場における緊急予防と
管理」、「公衆衛生における緊急事態の管理」の標準システムを構築
して関連する標準のデータベースを作成、無料で公開

 現在、プラットフォームデータベースでは、国内標準156件、業界標準
238件、地域標準124件、台湾標準9件、国際・海外標準125件を含む
652件の標準をカバー

国家標準化委
員会（SAC）

中国质量报

http //www.

sac.gov.cn/

xw/bzhdt/

https //mp.

weixin.qq c

om/s/HoOc

3UPy5cVF

AzfsGz-Yig

http://www.sac.gov.cn/sbgs/sytz/202002/t20200218_344060.htm
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【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(3/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細(31/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C5 「感染症制
御」団体規
格が発行

2月19日 国内7団体が新型コロナウィルス肺炎の予防と制御に関連する11の団体
規格を発行

 団体規格の策定状況：
 公開中の規格：7団体による11件の団体規格

 中国産業ガス産業協会「公衆衛生上の緊急事態における医療
用ガスシリンダーの安全な廃棄のためのガイドライン(試験)」
(T/CCGA 1005-2020)

 浙江省標準化協会「看護施設における新型コロナウイルス肺
炎の予防と管理の基準」(T/ZAS 3001-2020)

 上海リハビリテーション医師会「新型コロナウイルス肺炎流行中
の医学的リハビリテーションにおける流行の予防と管理のため
のガイドライン」(T/SRMA 6-2020)

 中国技術経済学会「新型コロナウイルス肺炎の予防と管理の
ためのガイドライン」(T/CSTE 0001-2020)、 常徳市品質協会
およびその他シティエクスプレス/ハウスキーピング/プロパティ/
エレベーター業界「防疫および制御作業ガイド」(T/SDZX 001-

2020)(T/SDZX 002-2020)(T/SDZX 003-2020)(T/SDZX 005-

2020)等
 承認待ちの規格

 瀋陽市私立教育協会や中国環境連合会等が策定した、幼稚園
の防疫や車内の消毒、殺菌サービスの能力評価などの分野に
関する6つの規格

 意見募集の規格
 中国国際貿易促進協会が策定した配送サービスの「非接触」に
ついて規定する「非接触配送サービス仕様」の団体規格

国家標準化
委員会(SAC)

全国团体标准
信息平台

http //www.

sac.gov.cn/

xw/bzhdt/

https //mp.

weixin.qq c

om/s/VqtPx

nL9Fxn1nA

ouXcGFrw

http://www.sac.gov.cn/xw/bzhdt/
https://mp.weixin.qq.com/s/VqtPxnL9Fxn1nAouXcGFrw


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2846

【情報収集結果】中国におけるヘルスケア分野の標準化動向(4/4)

ヘルスケア分野関連記事詳細(32/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

中国 2-C6 「正確な標
準化された
情報が新型
コロナウイ
ルス肺炎の
予防と制御
に役立つ」
標準データ
ベースが
開設

2月20日 国立標準図書館が感染症予防と制御に関する標準データベース「新型
コロナウイルス肺炎の予防と制御支援のための正確な標準情報」を開設

 データベース概要：
 医療保護製品、感染症検査、医療インフラに関する中国、米国、英国、
ドイツ及び国際規格を提供

 公衆衛生専門の医療スタッフ、医学研究者、出入国検査・検疫担当者
のための予防と制御に関するニュース、政策解釈、市場監督動向、予
防と制御の知識、科学の普及情報、およびデータベースの内容解釈
のための記事も掲載

中国標準化
研究院(CNIS)

https //ww

w cnis.ac.c

n/bydt/zhx

w/202002/t

20200220

49409.html

https://www.cnis.ac.cn/bydt/zhxw/202002/t20200220_49409.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるヘルスケア分野の標準化動向

ヘルスケア分野関連記事詳細(33/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

タイ 2-A1 タイの大学
がデータ
保護認定を
開始

2月25日 タイ国立開発行政研究院(NIDA)が、今年5月に施行される個人データ保
護法(PDPA)に対応するためのデータ保護責任者(DPO)向けトレーニング
及び認定プログラムを開設
 タイ国立開発行政研究院(NIDA)が、今年3月17日から、DPO、コンプライアンス、
法律、情報セキュリティの専門家を対象とした国際プライバシー専門家協会
(IAPP)認定トレーニングを提供開始

 今年後半からは、コースの参加者はIAPPのCIPM(Certified Information 

Privacy Manager)認定を取得することも可能

Computer 

Weekly.com

https //ww

w compute

rweekly.co

m/news/25

2479078/T

hai-

university-

to-roll-out-

data-

protection-

certification

2-A2 タイ生命科
学研究所
(TCELS)が、
「医療機器
へのヒュー
マンファク
ターエンジ
ニアリング
(ユーザビリ
ティ)の
適用」の参
加者を募集

2月20日 タイ生命科学研究所(TCELS)が「医療機器へのヒューマンファクター
エンジニアリング(ユーザビリティ)の適用」と題するトレーニングセミナーを
開催(3月25〜26日@バンコク、タイ)

 目的：
 IEC 62366に準拠した医療機器オペレーターのトレーニング及び医療
機器へのユーザビリティエンジニアリングの適用

Thailand 

Science Park 

(TSP)

https //ww

w sciencep

ark.or.th/in

dex.php/th/

news-a-

activities/1

141/applic

ation-of-

human-

factors-

engineerin

g-to-

medical-

devices/

再掲

https://www.computerweekly.com/news/252479078/Thai-university-to-roll-out-data-protection-certification
https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/news-a-activities/1141/application-of-human-factors-engineering-to-medical-devices/
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【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向(1/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(34/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O1 物体に対す
る思考

2月3日 CES(Computer Technology Association)イベントにおけるウェアラブ
ルのブレイン・コンピューター・インターフェース技術の紹介を受け、IECが
関連新規技術におけるIECの委員会について紹介

 IEC/TC47 (Semiconductor devices)：
 センサーの設計、使用、再利用に関する主要な標準を公開しており、
ユーザーにパフォーマンスの測定を提供

 IEC/TC 124 (Wearable electronic devices and technologies)：
 ウェアラブルデバイスの規格開発

 IEC/TC 100 (Audio, video and multimedia systems and equipment)：
 オーディオ、ビデオ及びマルチメディアシステムと機器の標準を開発
 技術分野(TA)を設定して、アクティブアシストリビングウェアラブル電
子デバイスと技術、アクセシビリティとユーザーインターフェイスに関す
る標準を開発

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/02/mind-

over-

matter/

https://blog.iec.ch/2020/02/mind-over-matter/
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【情報収集結果】国際におけるヘルスケア分野の標準化動向(2/9)

ヘルスケア分野関連記事詳細(35/42)

ヘルスケアテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O2 AIを使用し
世界的な
医療不足を
削減

2月3日 ITUは2020年のAI for Good Global Summitに先立ち、ヘルスケアに
おけるAIの利用に関するITUの役割について紹介
 人工知能と機械学習(AI / ML)によって、ヘルスケアの展望は今後10年で完全に
変化すると予測

 ITUの役割：
 WHOとのパートナーシップであるITUの Focus Group on AI for 

Healthは、医療従事者にAIソリューションを提供し、普遍的な医療保
障を実現

 グループの主な目標の1つとして、健康、診断、トリアージ、治療の
決定のためのAIベースの方法を評価するための標準化された評価フ
レームワーク確立を提示

ITU News
https //new

s itu int/red

ucing-the-

global-

healthcare-

shortfall-

using-ai/

2-O3 「健康経営」
を国際標準
に、2022年
の成立・発
行を目指す

2月4日 日本の社会的健康戦略研究所は、健康経営の国際標準化を目指すこと
を発表

 策定までの想定スケジュール：
 2020年4月にISO国内委員会を発足
 日本規格協会、経済産業省と緊密に連携し、最短で2022年10月に
国際規格の成立・発行を予定

日経BP
https //proj

ect nikkeib

p.co.jp/beh

ealth/atcl/fe

ature/0000

4/0203001

47/

https://news.itu.int/reducing-the-global-healthcare-shortfall-using-ai/
https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/feature/00004/020300147/
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O4 LED革命 2月11日 IECは、LEDに関するIECでの規格策定動向について紹介
 IECによるLEDに係る規格策定：

 IEC/TC 34(Lighting)において、照明技術に関する600近い文書を
発行し、LED技術に不可欠な規格文書を準備中

 IECによるLEDに係る適合性評価システム：
 「LED照明用IECQスキーム」、IECEEの下で確立された「LITEスキー
ム」は、照明業界向けに開発されたIEC国際規格の長いリストへの
準拠を保証

 IECExは、オフショア照明用のLEDライトや他の危険な地域で使用さ
れるライトのテストに使用。また、IECExはより一般的な白熱灯または
CFL(電球型蛍光灯)をテストし、全ての照明器具が防爆であることを
確認可能

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/02/the-

led-

revolution/

https://blog.iec.ch/2020/02/the-led-revolution/
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参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O5 あなたの
携帯電話の
防水性はど
れくらい？

2月13日 IECがマートフォン、タブレット、カメラ等機器の防水性に関するIEC 

60529について紹介
 規格名称：

 IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV Consolidated 

version：Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

 策定規格の概要：
 IECはIEC 60529を開発後、継続的に更新し、スマートフォン、タブ
レット、カメラなどの製品に使用されるエンクロージャーのほこりや液
体の侵入に対する耐性をIP Codeとして評価
 IPコードは2つの数字で構成され、最初の数字は固形物に対する
保護を指し、0(保護なし)から6(ほこりの侵入なし)までのスケール
で評価

 2番目の数値は、液体に対するエンクロージャの保護を評価し、
0(保護なし)から9(さまざまな角度からの高圧温水)のスケールで
評価

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/02/how-

waterproof-

is-your-

phone/

https://blog.iec.ch/2020/02/how-waterproof-is-your-phone/
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(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O6 新しい国際
基準で建物
の二酸化炭
素排出量を
削減

2月13日 ISOは建築分野の持続可能性に貢献しうる新規規格ISO 20887について
紹介

 規格名称：
 ISO 20887:Sustainability in buildings and civil engineering works 

– Design for disassembly and adaptability – Principles, 

requirements and guidance

 規格の利用により期待される効果：
 建物の最適な利用による二酸化炭素排出量の削減
 長寿命化と資源のより良い使用によるコストの削減
 埋め立て地における廃棄物の削減

 貢献しうるSDGs：
 目標11：住み続けられる街づくりを

 策定機関：
 ISO / TC 59(建築及び土木工) /SC 17(建物及び土木工事の持続可
能性)

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref248

0.html

https://www.iso.org/news/ref2480.html
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ヘルス
ケア

国際 2-O7 比吸収率の
評価におけ
る時間と
コストの
節約

2月17日 DKE/VDEは、IECが無線通信デバイスからの高周波フィールドへの人体
暴露の比吸収率を評価するため、新規測定方法を規定する規格を公開

 新規規格名称：
 IEC 62209-3：Measurement procedure for the assessment of 

specific absorption rate of human exposure to radio frequency 

fields from hand-held and body-mounted wireless communication 

devices - Part 3: Vector measurement-based systems 

(Frequency range of 600 MHz to 6 GHz)

 規定内容：
 無線通信デバイスからの周波数範囲の測定と人体への影響について
規定

 電波にさらされたときに電磁波が人体に吸収される速度の尺度である
比吸収率(SAR)測定プロトコルとテスト手順を指定

 策定委員会：
 IEC/TC 106 (Methods for the assessment of electric, magnetic 

and electromagnetic fields associated with human exposure)

DKE/VDE

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/core-

safety/new

s/iec-norm-

elektromag

netische-

strahlung-

absorption

srate

https //web

store.iec.ch

/publication

/30773

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/core-safety/news/iec-norm-elektromagnetische-strahlung-absorptionsrate
https://webstore.iec.ch/publication/30773
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ヘルス
ケア

国際 2-O8 mHealth in 

Europe：ア
ンダルシア
の健康と
家族のディ
レクターとの
Q&A

2月24日 ITUは、WHO及びアンダルシア公衆衛生局(SSPA)と共同でEuropean 

mHealth Knowledge and Innovation Hubの活動を開始したことを
発表

 目的：
 各国政府による革新的なmHealthソリューションの実装と拡張を支援
し、作成

 mHealth概要：
 モバイルヘルス。スマートフォン等の携帯情報端末を積極的に医療に
導入することで個人の健康を向上させる仕組み

 Hub概要：
 欧州委員会によって資金提供され、mHealthの専門知識の中心とし
て機能

 運用研究、トレーニング、教育、標準の特定、規制と方針のギャップ、
実装支援の分野でサービスを提供

 長期的には、各国による自国の医療サービスにけるmHealthの展開
及び規制を支援するための欧州のリソースとなる予定

ITU News
https //new

s itu int/mh

ealth-in-

europe-qa-

with-the-

regional-

minister-of-

health-and-

families-of-

andalusia/

https://news.itu.int/mhealth-in-europe-qa-with-the-regional-minister-of-health-and-families-of-andalusia/
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ヘルス
ケア

国際 2-O9 脳の電力を
活用

2月24日 IEC Blogは脳の信号を記録及びデコードすることで機能する新技術及び

IECにおける関連活動について紹介
 紹介された技術例：

 脳によって操作されるテレビのリモコン
 ヘッドセットに、装着者の脳内の電気パルスを監視するセンサーが
装備され、このデバイスで脳波をデジタルコマンドに変換し、装着
者がテレビチャンネルを変更したり、音量を上げることが可能

 紹介されたIECの活動例：
 Active Assisted Living(SyC AAL)に関するシステム委員会の設置

 高齢者または障害のあるユーザーの自立した生活を可能にする
AAL製品、サービス及びシステムの標準化に焦点

 IEC TC 100(Audio, video and multimedia systems and 

equipment)の設置
 AALウェアラブル電子デバイス、技術、アクセシビリティやユー
ザーインターフェイスに関する標準の開発

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/harne

ssing-the-

electric-

power-of-

the-brain/

https://blog.iec.ch/2020/02/harnessing-the-electric-power-of-the-brain/
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国
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情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

ヘルス
ケア

国際 2-O10 健康状態の
データの可
能性を責任
を持って
解放

2月25日 ITUは2020年のAI for Good Global Summitに先立ち、ヘルスケアの
情報管理についてFondation BotnarのCEOの意見を紹介

 背景：
 ヘルスケア企業の75％が 2020年にAI戦略を実行することを計画中

 意見内容(抜粋)：
 健康データの所有権は、公平性を確保する前に取り組む必要有
 人権の観点から、健康データの所有権には問題があり、政府や大企
業がデータにアクセス可能となると、市民の情報の可視性とプライバ
シーの欠如に関し問題が発生すると主張

 大手ハイテク企業の活動を規制し、情報を適切に管理すべきと言及
 Fondation Botnar概要：

 スイスのバーゼルに拠点を置く慈善財団
 低所得及び中所得国の若者の健康と幸福を改善するデジタルソ
リューション、特にAIの開発と実装を優先

ITU News
https //new

s itu int/res

ponsibly-

unlocking-

the-

potential-

of-data-in-

health/

https://news.itu.int/responsibly-unlocking-the-potential-of-data-in-health/
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スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(1/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E1 国内市場：
機械指令
2006/42/ 

ECの改訂
のために提
案された案
に対する
Orgalimの
コメント

2月3日 Orgalimは機械指令の改訂案に対するポジションペーパーを発出
 機械指令名称：

 Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the 

Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 

95/16/EC (recast) (Text with EEA relevance)

 意見内容(抜粋)：
 個人(消費者)の製造業者または第三国からの個人使用への輸入を
明確にする必要があることに同意

 指令の範囲から低電圧機器の除外を削除し、リスクに関係なく全ての
機械が機械指令のみを受けるようにする提案に対し反対。代わりに関
連する製品グループ(例：家電製品及び一般の事務機器)の解釈ガイ
ドに対し追加の説明の付記を推奨、等

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/inte

rnal-

market-

orgalim-

comments-

proposals-

tabled-

revision-

machinery-

directive

スウェ
ーデン

3-E2 5月の紹介
に関する機
械安全基準

2月7日 SISが機械の安全性に関する規格EN ISO 13849-1の改訂について、
国内ワーキンググループSIS / TK 282 Machine Safetyにて取り組んで
いることを紹介

 規格名称：
 EN ISO 13849-1：Safety of machinery -- Safety-related parts of 

control systems -- Part 1: General principles for design

 改訂までの流れ：
 2020年5月に公開
 2021年に発効

 主な変更点：
 規格の構成が設計プロセスによりよく対応する構成に変更
 説明が必要な領域では、説明を追加しギャップを低減、等

Swedish 

Standards 

Institute (SIS)

https //ww

w sis.se/ny

heter-och-

press/nyhe

ter/maskins

akerhetsst

andard-pa-

remiss-

varen-

2019/

再掲

https://www.orgalim.eu/position-papers/internal-market-orgalim-comments-proposals-tabled-revision-machinery-directive
https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/maskinsakerhetsstandard-pa-remiss-varen-2019/
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スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

フラン
ス

3-E3 未来の産
業：AFNOR
グループは
オクシタン
企業のプロ
ジェクトを
支援

2月13日 AFNORグループは、オクシタニー地域の中小企業を将来の業界動向に
対応し転換するプロジェクトを支援
 AFNORは2018年9月に開始された主要な国家計画「未来の産業に向けた中小
企業10,000人」の一環として国と共同で資金を提供

 支援内容：
 AFNORグループは、ロデズのボッシュ工場、変更管理を専門とする

Stratéis社等との提携により、独自のサポートシステムを提供
 Industry 4.0への戦略的及び運用上のアプローチとして、オクシタニー
地域はプロジェクトを開始(2月5日～)

 対象：
 従業員数が5,000人未満の産業企業

 目的：
 新しい管理方法の展開、課題に応じた生産プロセスの近代化、社会
及び環境責任の観点からの新しい要件を満たすことを支援することに
より、地域企業の競争力と魅力を支援

Association 

française de 

normalization 

(AFNOR)

https //ww

w afnor.org

/actualites/i

ndustrie-

du-futur-

afnor-

accompag

ne-les-

projets-

entreprises

-occitanes/

https://www.afnor.org/actualites/industrie-du-futur-afnor-accompagne-les-projets-entreprises-occitanes/
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(3/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E4 ヨーロッパ
向けスマー
トグリッド：
CEN、
CENELEC、
E.DSOが
パートナー
シップ契約
を締結

2月19日 CEN・CENELECは、欧州の流通システムオペレータと欧州機関間
インターフェースであるE.DSOとのパートナーシップを締結したと発表

 目的：
 スマートグリッドテクノロジーの大規模開発における標準の提供にお
いて、適切な知識の交換と高品質且つコンセンサスに基づく支援を確
保

 グリーンディールの枠組みの中で、基準は、資源の持続的かつ賢明
な使用を実施し、エネルギー移行の促進に重要な役割を保持。本
パートナーシップは、この方向への一歩として機能

 期待される成果：
 スマートグリッドとエネルギー分配の分野での技術的及び戦略的な専
門知識を持ち、標準化作業に有益な産業的視点の提供

 ICT、サイバーセキュリティ、エネルギー部門のデジタル化、e-

Vehiclesなど、進行中の他関連分野の作業にも貢献
 E.DSO概要：

 名称：European Distribution System Operators (E.DSO) 

 欧州の配電システムオペレーターと欧州機関との間の主要なインター
フェースであり、現状、新規市場設計、規制におけるスマートグリッド
テクノロジーの開発と大規模なテストを促進

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/press rele

ases/Page

s/PR-2020-

002 aspx

https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2020-002.aspx
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スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(4/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細
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国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ドイツ 3-E5 DiTraNo 2月21日 DKE/VDEがデジタル変換の標準化として、将来の標準化に対応する
ための情報技術の前提条件を作成するDiTraNoプロジェクトについて
紹介

 プロジェクト目的：
 構造化されたインデックス作成、セマンティクスの強化、アプリケーショ
ン関連で選択的に構成可能な技術ルールのコンテンツを標準化

 企業プロセスにおける最適化された機械的な追加処理と自動化可能
な統合の実現

 プロジェクト概要：
 記録された知識を含むあらゆる種類の情報を、技術ルールの内容を
機械で解釈可能とし人々が理解可能とするよう、企業と技術ルールの
作成者としての標準化組織との間のニーズと要件を比較

 プロジェクト期間：
 2020年1月1日～2021年1月1日～3月31日

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/normun

g-

strategie/di

gitale-

transformat

ion-

normung

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/normung-strategie/digitale-transformation-normung
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(5/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E6 欧州委員会、
インテリジェ
ントシティ
チャレンジを
開始

2月27日 欧州委員会は、デジタルシティチャレンジの後継として、インテリジェント
シティチャレンジ(ICC)を開始したことを発表

 背景：
 2017年、欧州委員会はデジタル都市チャレンジを開始
 EUの41の都市がデジタルポリシーを変革して、誰もが楽しめる都市
空間を実現可能とするよう推進

 インテリジェントシティチャレンジ：
 41都市がデジタルトランスフォーメーションのビジョン、戦略、ロード
マップを作成した「デジタルシティチャレンジ」に基づき、より包括的で
持続可能な都市環境を作成するために都市をデジタルポリシーに
変換するようガイド

 専門家は、エネルギー、モビリティ、セキュリティ、その他の地域の優
先事項など、都市の最大のテーマに合わせて調整された100を超える
スマートシティ戦略の集合的な専門家経験に基づいたプログラムを
提供

 今後のスケジュール：
 アプリケーションのヒントとアドバイス-ウェビナー4回
 アプリケーションの事前スクリーニング：2020年3月2日-3月27日
 アプリケーションの最終期限：2020年4月6日
 受賞都市の発表：2020年5月18日

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/gr

owth/conte

nt/europea

n-

commissio

n-

launches-

intelligent-

cities-

challenge

en

https //ww

w intelligen

tcitieschall

enge.eu/

https://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-intelligent-cities-challenge_en
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/
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【情報収集結果】欧州におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(6/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

欧州 3-E7 規格は建設
業界のデジ
タル化を
支援

2月27日 「Standards Build Trust」キャンペーンの一環として、CENとCENELEC
が建設業界のデジタル化に関するビデオを作成したことを発表

 背景：
 AI、3Dプリンティング、ドローン、量子コンピューターなどのツールは、
建設業界をより効率的で持続可能とし成功させることが可能

 単一市場全体でのデジタルツールの採用を成功させるための標準の
役割は、建設部門で特に顕著

 ビデオ概要：
 名称：
「#TrustStandards：建設におけるデジタルソリューションの構築」

 規格の重要性を明示。特に、EN規格は相互運用性を促進し、データ
の流通を容易にし、効率を高め、建設部門をより持続可能とすること
を説明

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

009 aspx

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-009.aspx
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(7/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U1 提案された
付加製造の
規格は、
部品や機械
の評価を
サポート

2月3日 ASTM Internationalは、レーザー粉末床溶融結合法の3Dプリンターと
それにより製造された部品の検査方法に関する規格WK71395の草案を
発表

 規格名称：
 ASTM WK71395 New Practice for Additive manufacturing --

accelerated quality inspection of build health for laser beam 

powder bed fusion process

 規格概要：
 製造業者や試験所、政府機関を始めとする関係者に向けた規格で、
既存のツールを使い立体の正確性や素材の強度を迅速に測定する
ための要件を規定

 レーザー粉末床溶融結合法の3Dプリンターとそれにより製造された
部品を対象
 今後、同様の方法を他の付加製造システムにも適応できる可能性
有

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/proposed-

additive-

manufactur

ing-

standard-

help-

assess-

parts-

machines

https://www.astm.org/newsroom/proposed-additive-manufacturing-standard-help-assess-parts-machines
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(8/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U2 関係者のイ
ンプットをも
とにIoTのサ
イバーセ
キュリティー
のベースラ
インを改善：
NISTIR 

8259の草案
第2版への
パブリックコ
メントを募集
中

2月4日 米国国立標準技術研究所(NIST)は、IoTデバイスの製造業者に向けたサ
イバーセキュリティの推奨事項を記したNISTIR 8259の草案第2版を
発表し、再度パブリックコメントを募集(2月7日まで)
 NISTは、昨年公表したNISTIR 8259の草案第1版に集まったパブリックコメントを
受け、修正した第2版を改めて発表

 主要な変更点：
 全体を通じて、サイバーセキュリティが製品のライフサイクルを通して
考慮すべき事項であることを強調

 NISTIR 8259策定の意図がIoTデバイスに関する基礎的な活動、設
計、開発プロセスにおける中核的なベースラインを設定することを踏
まえ、タイトル、構成、内容を修正
 タイトル

 Recommendations for IoT Device Manufacturers: 

Foundational Activities and Core Device Cybersecurity 

Capability Baselineに変更
 構成、内容

 Section 2：製造業者の視点を追加、販売前と販売後のフェー
ズの区別を追加

 Section 3：販売前の活動についてハイライト
 Section 4：販売後の活動に言及
 Section 5：結論と製造業者が次にとるべきアクションを記述

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

(NIST)

https //ww

w nist.gov/

blogs/cyber

security-

insights/im

proving-iot-

cybersecuri

ty-

baseline-

stakeholde

r-input-

draft-v2-

nistir

再掲

https://www.nist.gov/blogs/cybersecurity-insights/improving-iot-cybersecurity-baseline-stakeholder-input-draft-v2-nistir
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(3/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(9/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U3 ANSIの米
国適合性認
定機関
(ANAB)は、
Global 

Retail and 

Manufactur

er Alliance
認証を発足

2月7日 米国適合性認定機関(ANAB)は、Global Retail and Manufacturer 

Alliance(GRMA)の認証スキーム向けの新たなパイロット適合プログラム
を発足させ、参加申込みを受付中(2月12日～4月12日まで)

 パイロット適合プログラム概要：
 ISO/IEC 17065 「General requirements for bodies operating 

product certification systems」に基づき実施
 全ての認証機関が各製品カテゴリーにつき1種類の監査規格のみを
カバーすることで、製造業者や小売業者が様々な消費者や小売業者
のニーズに対応可能とすることを企図

 GRMA認証スキーム概要：
 サプリや消費財、一般用医薬品(OTC)といった食品以外の様々な製
品カテゴリーの監査規格(以下、例)をカバー
 サプリ：NSF/ANSI 455-2-2018, Good Manufacturing Practices 

for Dietary Supplements

 化粧品：NSF/ANSI 455-3-2018, Good Manufacturing Practices 

for Cosmetics

 OTC：NSF/ANSI 455-4-2018, Good Manufacturing Practices 

for Over-the-Counter Drugs

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=a

59feacf-

64ac-4937-

b92a-

9db306c2a

e82

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=a59feacf-64ac-4937-b92a-9db306c2ae82
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(4/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(10/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U4 「HD-PLC」
対応
LONMARK
規格が
ANSI/CTA
にて承認

2月19日 高速電力線通信HD-PLCの普及団体HD-PLCアライアンスは、HD-PLC
方式を採用したインテリジェント分散型ネットワークシステムLONMARK
の規格がANSIの認定を受けたことを発表

 背景：
 これまでのLONMARK規格は、通信方式に低速電力線通信を使用し
ておりIoTといった新たなネットワーク機器接続時にとって障壁

 LonMark Internationalは、2017年HD-PLCを通信方法に採用し、米
国規格協会(ANSI)や全米民生技術協会(CTA)での標準化活動を実
施

 規格概要：
 LONMARK規格(ANSI/CTA709.8)は、配線工事の負担が軽く、長距
離かつ高速通信が可能なHD-PLC方式を採用

 新規格を活用することで、従来のLONMARK規格に基づき使用され
てきた工場の屋内機器制御やスマート街灯や照明システムなどの屋
外機器制御などを高速通信へ置き換えることが可能

Business Wire
https //ww

w business

wire com/n

ews/home/

202002190

05331/ja/

再掲

https://www.businesswire.com/news/home/20200219005331/ja/
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(5/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(11/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U5 ASTM 

Internation

alは、ドバイ
で建設のた
めの3Dプリ
ンティングの
ワークショッ
プを開催す
るほか、ウェ
ブサイトを
開設

2月24日 ASTM Internationalは、建設のための3Dプリンティングに関するワーク
ショップをアラブ首長国連邦(UAE)で開催(4月14日予定)。
また、UAE支部が関連ウェブサイトを開設

 ワークショップ概要：
 3Dプリンティングの最新動向や標準化ニーズに関するトピックを扱う
予定(以下、主要トピック)

 付加製造(AM)の建築における活用
 素材開発
 建物の構造と設計
 建設園芸
 AM建設におけるロボティクス
 建物と建設のためのAM技術の種類
 試験、検査、標準化、適格性、認証
 地球外のAM建設

 ウェブサイト概要：
 ASTM International UAE支部は、メンバーやイベント、標準化を含む
各種活動の紹介などのためウェブサイトを開設

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-hosts-

3d-printing-

constructio

n-

workshop-

dubai-

launches-

uae-

website

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-hosts-3d-printing-construction-workshop-dubai-launches-uae-website
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【情報収集結果】米国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(6/6)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(12/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

米国 3-U6 CBRSアラ
イアンスは、
3.5GHz帯
の5Gの技
術仕様を
公開

2月27日 3.5GHzの共同電波帯の活用を推進する業界団体CBRS Allianceは、
同電波帯における5G通信の技術規格を公表

 背景：
 米国連邦通信委員会(FCC)は、5G通信の普及のためMid-bandの電
波帯の割り当てを拡張中
 2020年1月にこれまで未認可だった3.5GHz帯の商用利用を認可
 3.7GHzから4.2GHzのC-Bandも開放する予定だが、1年以上か
かる見込み

 規格概要：
 3.5GHzの5G通信に向けて、電波利用に関する規格策定団体3GPP
により策定された、既存の共用電波帯の規格を補完する形で開発

 柔軟なチャネル割り当てやコーチャネルオペレーションなどの新たな
課題を克服したほか、エンタープライズアプリケーションとセキュリティ、
認証、遅延の削減、バックホールの使用、私用、商用ネットワークを介
しての音声・データローミングなどに関する新たな仕様を規定

Mobile World
https //ww

w mobilew

orldlive.co

m/featured-

content/top

-three/cbrs-

alliance-

finalises-3-

5ghz-5g-

spec/

再掲

https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/cbrs-alliance-finalises-3-5ghz-5g-spec/
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(13/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C1 国家規格
「情報技術
システムの
磁場ネット
ワーク間の
遠隔通信と
情報交換
パート2：帯
域内ワイヤ
レス充電制
御プロトコ
ル」の策定
参加者募集
に関する
お知らせ

2月24日 「情報技術システムの磁場ネットワーク間の遠隔通信と情報交換パート2：
帯域内ワイヤレス充電制御プロトコル」(計画番号：20193196-T- 469)の
国家規格策定参加者を募集(3月10日まで)
 本規格は、ISO / IEC 15149：磁界エリアネットワーク(Magnetic Field Area 

Network：MFAN)に基づいて開発

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

002/6079 h

tml

http://www.cesi.cn/202002/6079.html
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【情報収集結果】中国におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(14/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

中国 3-C2 国家規格
「情報技術
システム間
のリモート
通信および
情報交換
LANとMAN 
ブリッジ
LANにおけ
る時間依存
アプリケー
ションのタイ
ミングと同
期」の策定
参加者募集
に関する
お知らせ

2月24日 国家規格「情報技術システム間のリモート通信および情報交換 LANと

MAN ブリッジLANにおける時間依存アプリケーションのタイミングと
同期」(計画番号：20194195-T-469)の策定参加者募集(3月20日まで)
 本規格は、ISO / IEC / IEEE 8802-1AS：2014：情報技術—システム間のリモー
ト通信および情報交換—LANとMAN—パート1AS：ブリッジLANにおける時間
依存アプリケーションのタイミングと同期に基づいて改訂

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

002/6078 h

tml

http://www.cesi.cn/202002/6078.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(15/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

ベトナ
ム

3-A1 生産性向上
と地域経済
発展のため
APOと
ASEAN間
の協力を
促進

2月27日 アジア生産性機構(APO)－ASEAN協力促進会議が開催

(2月27日@ハノイ、ベトナム)
 参加者：

 Dr. AKP Mochtan APO事務総長
 Dr. Phanit Laosirirat APO会長
 Tran Van Tung ベトナム科学技術副大臣

 会議概要：
 スマート生産に関する研究開発活動を含むAPOの活動、ベトナム生
産性レポート2019、ASEAN 標準化・品質管理諮問評議会(ACCSQ)
及び関連分野の関連ASEAN専門委員会、APOと連携可能な
ASEANスマート生産に関するASEAN 2020におけるベトナムのイニ
シアチブを紹介

 並行し、ベトナム生産性機構と国営ベトナム電力総公社(EVN)が生産
性向上研究及びEVNの生産性向上マスタープラン策定における協力
協定を締結

ベトナム規格・
計量・品質総局
(STAMEQ)

https //tcvn.

gov.vn/202

0/02/thuc-

day-hop-

tac-giua-

apo-va-

asean-vi-

muc-tieu-

tang-nang-

suat-va-

phat-trien-

nen-kinh-

te-khu-vuc/

https://tcvn.gov.vn/2020/02/thuc-day-hop-tac-giua-apo-va-asean-vi-muc-tieu-tang-nang-suat-va-phat-trien-nen-kinh-te-khu-vuc/
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【情報収集結果】国際におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(1/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(16/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O1 製造実行シ
ステムへの
運用ベース
のアプロー
チを採用す
ることにより、
新規のISA
ブックは、プ
ラントフロア
の生産性と
効率を改善
するための
経路を概説

2月27日 ISAは、製造に焦点を当てたアプローチを通じ製造実行システム(MES)の
実装と使用を説明する新規レポートを発出

 レポート名：
 Manufacturing Execution Systems：An Operations Management 

Approach

 目的：
 製造エンジニアによる工場のフロア効率、品質、生産性の向上
 データ駆動型のリアルタイムのパフォーマンス改善の促進

 記載内容(抜粋)：
 運用計画、分析、レポートに関するMESアプリケーション
 MESの実装及び計画の全範囲と、製造業務への影響
 MESに関連するITの概念と、それらが製造業務にどのように適用され
るか

 MESをIIoTに適用する方法

The 

International 

Society of 

Automation

(ISA)

https //ww

w isa.org/te

mplates/ne

ws-

detail.aspx

?id=16038

0

https://www.isa.org/templates/news-detail.aspx?id=160380
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【情報収集結果】国際におけるスマートマニュファクチャリング分野の標準化動向(2/2)

スマートマニュファクチャリング分野関連記事詳細(17/17)

スマートマニュファクチャリングテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

スマー
トマ
ニュ
ファク
チャリ
ング

国際 3-O2 IECアカデ
ミーウェビ
ナーは、
循環経済の
概要と標準
の役割を
提供

2月19日 IEC Blogは、循環経済と物質効率に係る標準化動向についてのIEC
ウェビナーを開催し、240人以上が参加したと発表
 循環経済と物質効率の主要な原則と用語の概要と、それらが標準化にどのよう
に影響しているかを説明

 ウェビナーにおける環境問題に関するIEC諮問委員会(ACEA)の議長の
発言(抜粋)：
 製品の長寿命化に伴い、製品の安全性、性能、信頼性を確保するた
めの基準が必要になると指摘

 材料の効率性は、製品内での材料の効率的な使用を確保し、材料を
可能な限り長く使用することにより、天然資源の消費を削減すべきで
あると説明

 製品設計に材料効率を導入するための要件を包含する新しい基準
(円形の既製設計など)が必要であると指摘

 ウェビナーにおけるACEA TFのリーダーの発言(抜粋)：
 循環経済と物質効率に関連する用語と定義の調和した使用を提供す
るためにIEV(International Electrotechnical Vocabulary)標準が必
要であると指摘

 専門家に、IEC/TC 1(Terminology)の下で上記用語を開発するため
に設立される共同作業グループに参加するよう要求

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/iec-

webinar-

provides-

overview-

of-circular-

economy-

and-the-

role-of-

standards/

https://blog.iec.ch/2020/02/iec-webinar-provides-overview-of-circular-economy-and-the-role-of-standards/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(1/15)

モビリティ分野関連記事詳細(1/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E1 国内市場：
機械指令
2006/42/ 

ECの改訂
のために
提案された
案に対する
Orgalimの
コメント

2月3日 Orgalimは機械指令の改訂案に対するポジションペーパーを発出
 機械指令名称：

 Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the 

Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 

95/16/EC (recast) (Text with EEA relevance)

 意見内容(抜粋)：
 個人(消費者)の製造業者または第三国からの個人使用への輸入を
明確にする必要があることに同意

 指令の範囲から低電圧機器の除外を削除し、リスクに関係なく全ての
機械が機械指令のみを受けるようにする提案に対し反対。代わりに関
連する製品グループ(例：家電製品及び一般の事務機器)の解釈ガイ
ドに対し追加の説明の付記を推奨、等

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/position-

papers/inte

rnal-

market-

orgalim-

comments-

proposals-

tabled-

revision-

machinery-

directive

再掲

https://www.orgalim.eu/position-papers/internal-market-orgalim-comments-proposals-tabled-revision-machinery-directive
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(2/15)

モビリティ分野関連記事詳細(2/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

ドイツ 4-E2 LamA-接続 2月3日 DKE/VDEがBMWiの「Clean Air」プログラムの一環としての連邦
プロジェクト「LamA-connect」を紹介

 LamA-connect概要：
 連邦経済エネルギー省によって開始された資金調達プロジェクト

 背景：
 インテリジェント測定システム(iMsys)の全国的な展開を背景に、本充
電インフラストラクチャを基盤として、BSI準拠のスマートメーターゲー
トウェイ(SMGW)を使用し充電インフラストラクチャを制御し、法的要
件に従って充電プロセスを調整する必要有

 SMGWは、本来の機能に加えBMWi及びBSI標準化ロードマップに従
うことで、電気自動車の分野で他のアプリケーションにも応用可能

 実施機関：
 ドイツ航空宇宙センター(DLR)

 実施期間
 2020年1月1日~2022年9月30日

 期待されるプロジェクトの効果：
 SMGWをアーキテクチャ全体に統合することにより、流通ネットワーク
での課金プロセスの制御、請求及び管理の分野横断的なデジタル化
に向けたBSI標準のさらなる開発

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/cybers

ecurity/lam

a-connect

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/cybersecurity/lama-connect


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2878

【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(3/15)

モビリティ分野関連記事詳細(3/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E3 ブレグジット
以降もEU・
英国の基準
調和を求め
る欧州
産業界

2月4日 JETROは欧州産業界がブレグジット以降もEU・英国の基準調和を
求めているとして、コメントを紹介

 欧州自動車部品工業会(CLEPA)事務局長コメント(抜粋)：
 「CLEPAは現在の自動車サプライチェーンを可能な限り維持し、英国
がEUの規制や技術認証から逸脱することを回避し、熟練労働者の移
動継続の確保を提唱

 ブレグジット以降も英国がEUルールに準拠すべきとの考えを示唆
 欧州自動車部品産業界としては、単に関税回避を優先するのでは
なく、車両型式認証や排ガスなどをめぐる環境規制など広範な分
野の基準・ルールの整合を求める姿勢を提示

 欧州商工会議所コメント(抜粋)：
 幾つかの戦略分野ではEU・英国間において規制調和が重要なことを
強調

 COPA－COGECAコメント(欧州最大の農業協同組合・農業生産者団
体)(抜粋)：
 移行期間終了後に、EU・英国双方の農業生産者に壊滅的な打撃とな
るような「クリフ・エッジ」状態は回避されるべきと警告

 上記に加え、欧州サービス・フォーラム(ESF)、欧州銀行連盟(EBF)、欧州船主協
会(ECSA)等も、円滑なEU・英国の経済関係の維持を要求

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/02/f1

cd774d07d

d5357.html

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/f1cd774d07dd5357.html
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(4/15)

モビリティ分野関連記事詳細(4/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

英国 4-E4 イギリスは
自動車産業
が化石燃料
を捨てるた
めに15年間
を許容

2月4日 CNNは英国政府がガソリン車とディーゼル車、2035年に販売を禁止に
すると発表したことを紹介
 当初の2040年の販売禁止から5年前倒しされ、販売禁止には初めてハイブリッド
車(HV)も対象に

 目的：
 気候変動への取り組み
 英国が掲げる2050年までに温室効果ガスの排出量を実質的にゼロと
する目標の実現

 懸念事項：
 Brexitのサプライチェーンと輸出への影響に関する不確実性を考慮し
て、他国と競争可能か懸念有

CNN Business
https //editi

on.cnn co

m/2020/02/

04/busines

s/petrol-

and-diesel-

ban-

uk/index.ht

ml

4-E5 ロンドン初
のブレグ
ジット、気候
変動に対す
るレジリエン
ス戦略計画

2月10日 ロンドン市長は、気候変動やブレグジットの経済的影響を含む長期的な
脅威に対する都市の準備を組織するための都市初の回復力戦略を発表

 戦略概要：
 100のレジリエント都市プロジェクト(100RC)の下で開発
 特に英国の欧州連合からの離脱による供給と経済の変化の中で、
食料の安全を確保するための方法を記載

 熱波と水不足に特に注意を払い、応急処置訓練と応急処置者間の
調整を強化し、サイバー攻撃と物理的テロ攻撃に備えるための手順を
記載

SMARTCITIE

S DIVE

https //ww

w smartciti

esdive.com

/news/lond

on-

resilience-

plan-

climate-

change-

brexit/5719

58/

再掲

https://edition.cnn.com/2020/02/04/business/petrol-and-diesel-ban-uk/index.html
https://www.smartcitiesdive.com/news/london-resilience-plan-climate-change-brexit/571958/
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モビリティ分野関連記事詳細(5/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E6 Hyperloop
の一般的な
ヨーロッパ
規格

2月11日 欧州諸国は団結し、ハイパーループ輸送システム用のJTC 20と呼ばれる
合同技術委員会(JTC)を設立することに同意

 標準化に関するイニシアチブを推進するコンソーシアム：
 Hardt Hyperloop(オランダ)、Hyper Poland(ポーランド)、

TransPod(カナダ、イタリア、フランス)、Zeleros Hyperloop(スペイン)

 JTC 20概要：
 車両システム、トンネルのインフラストラクチャ及びコンポーネント、イ
ンフラストラクチャ全体、通信プロトコルなど、ハイパーループシステム
の様々なコンポーネントに焦点を当てたワーキンググループより構成

ee News
https //ww

w eenewse

urope.com/

news/com

mon-

european-

standards-

hyperloop

ドイツ 4-E7 インテリジェ
ントな測定
システムの
開始-包括
的な通信プ
ラットフォー
ムのマイル
ストーン

2月14日 VDEは連邦情報セキュリティ局(BSI)が提示したインテリジェント測定
システムの「市場宣言」を支援していることを紹介
 宣言はエネルギー移行のための包括的な通信プラットフォームにとって重要なマ
イルストーンとして紹介

 現在年間消費電力が6,000〜100,000キロワット時の顧客向けのイン
テリジェントな測定システムの必須インストールを開始

 今後の取り組み分野：
 分散型発電プラントの増加、電動モビリティやヒートポンプなどのエネ
ルギーシステム等を予定

 VDE | FNNは、実用的なテストを通じ連邦経済エネルギー省が提示し
た「エネルギー遷移のさらなるデジタル化のためのロードマップ」に
沿った標準化を支援予定

Verband 

Deutscher 

Elektrotechnik

er (VDE)

https //ww

w.vde.com/

de/presse/

vde-fnn-

zur-bsi-

markterkla

erung

https://www.eenewseurope.com/news/common-european-standards-hyperloop
https://www.vde.com/de/presse/vde-fnn-zur-bsi-markterklaerung


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2881

【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(6/15)

モビリティ分野関連記事詳細(6/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

英国 4-E8 世界で最も
強力な天気
と気候の
スーパー
コンピュー
ターに12億
ポンドを

2月17日 英国政府は気候予報の改善・気候変動への対応を目的とし、最先端の
スーパーコンピューターに12億ポンドを投資

 スーパーコンピューティング技術概要：
 英国の気象及び気候データを最大限に活用予定
 英国のスーパーコンピューティングとデータ技術の能力を強化し、スー
パーコンピューティング、データサイエンス、機械学習、AIの分野で革
新と世界レベルのスキル向上の推進に期待

 悪天候に関するより正確な早期警告、気候変動の中でより回復力の
ある世界を構築するために必要な情報を提供し、英国全体の低炭素
経済への移行を支援

 スーパーコンピューターからの取得データは、気候変動に対する世界
的な取り組みを主導し、ネットゼロエミッション目標を達成する一環とし
て使用

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https //ww

w gov.uk/g

overnment/

news/12-

billion-for-

the-worlds-

most-

powerful-

weather-

and-

climate-

supercomp

uter

再掲

https://www.gov.uk/government/news/12-billion-for-the-worlds-most-powerful-weather-and-climate-supercomputer
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モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E9 新しいファク
トシート–水
素に関する
当社の研究
をご覧くださ
い！

2月18日 ECOSは水素に関するファクトシート「SPOTLIGHT ON HYDROGEN」
を発行

 ファクトシート記載内容(抜粋)：
 水素は再生可能エネルギー、エネルギー効率、柔軟性の手段を補完
し、電化が難しく、再生可能エネルギーの長期エネルギー貯蔵として
役立つセクターを脱炭素化に貢献していることに言及

 ECOSの役割として、下記に言及
 欧州委員会が欧州の標準化機関に、EUの気候目標を完全に
サポートする標準の開発を依頼国際及び欧州基準が、科学に
基づいた用語と堅牢な認証スキームシステムにより、水素のク
リーンで再生可能なオプションをサポートしていることを確認

 欧州委員会が欧州の標準化機関に、EUの気候目標を完全に
サポートする標準の開発を依頼するよう依頼

 野心的なEUの気候目標が、水素生産または天然ガスとの混合
による化石エネルギー源の使用によって損なわれないよう監視

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/new-

factsheet-

discover-

our-work-

on-

hydrogen/

https://ecostandard.org/news_events/new-factsheet-discover-our-work-on-hydrogen/
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モビリティ分野関連記事詳細(8/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E10 EU、顔認識
規制の計画
を緩和し、
プライバ
シーの反発
を誘発

2月18日 欧州委員会は顔認識技術のモラトリアムを発行する提案を撤回し、代わり
にヨーロッパのユーザーデータでアルゴリズムをトレーニングするよう企業
に強制する計画を発表

 背景：
 1月、欧州委員会は、公共スペースでの顔認識の使用に関する5年間
のモラトリアムの発行を検討していること発表(2020年1月)

 しかし、その動きが加盟国によってどのように受け取られるかについ
て懐疑的であること、また加盟国の多くは既にライブ顔認識技術を展
開していることから発表の2週間以内に計画を破棄

 計画への反応
 当発表に対し、プライバシー専門家は批判

NS TECH
https //tech.

newstates

man.com/g

dpr/eu-

facial-

recognition

-regulation

https://tech.newstatesman.com/gdpr/eu-facial-recognition-regulation
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モビリティ分野関連記事詳細(9/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E11 ヨーロッパ
向けスマー
トグリッド：
CEN、
CENELEC、
E.DSOが
パートナー
シップ契約
を締結

2月19日 CEN・CENELECは、欧州の流通システムオペレータと欧州機関間
インターフェースであるE.DSOとのパートナーシップを締結したと発表

 目的：
 スマートグリッドテクノロジーの大規模開発における標準の提供に
おいて、適切な知識の交換と高品質且つコンセンサスに基づく支援を
確保

 グリーンディールの枠組みの中で、基準は、資源の持続的かつ賢明
な使用を実施し、エネルギー移行の促進に重要な役割を保持。本
パートナーシップは、この方向への一歩として機能

 期待される成果：
 スマートグリッドとエネルギー分配の分野での技術的及び戦略的な専
門知識を持ち、標準化作業に有益な産業的視点の提供

 ICT、サイバーセキュリティ、エネルギー部門のデジタル化、e-

Vehiclesなど、進行中の他関連分野の作業にも貢献
 E.DSO概要：

 名称：European Distribution System Operators (E.DSO) 

 欧州の配電システムオペレーターと欧州機関との間の主要なインター
フェースであり、現状、新規市場設計、規制におけるスマートグリッド
テクノロジーの開発と大規模なテストを促進

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/press rele

ases/Page

s/PR-2020-

002 aspx

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2020-002.aspx
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(10/15)

モビリティ分野関連記事詳細(10/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

国際/
英国

4-E12 Eスクーター
はサイクリ
ングと同等
に安全だが、
規制が必要、
とレポートに
て言及

2月19日 電動スクーターはモビリティの急成長に伴い、英国政府は今後数週間
以内に電動スクーターの使用に関する協議を開始

 背景：
 英国では違法にもかかわらず、電子スクーターの使用が増加

 英国王立視覚障害者協会は、英国の視覚障害者や一部の視覚障
害者の声が聞こえないため、英国でのスクーターの合法化を特に
懸念

 安全性とマイクロモビリティに関する国際輸送フォーラム(ITF)が研究
を実施

 (参考)国際輸送フォーラム(ITF)の発表内容：
 電子スクーターは、自転車と比べ道路交通における死亡・負傷のリス
クが変わらないことを発表

 政策立案者と都市計画者が電子スクーターを使用するためのローカ
ルスペースを設計する際に考慮すべき10の推奨事項と、車両のオペ
レーターとメーカーに対し意見を表明

Evening

Standard

https //ww

w standard

co uk/tech/

escooters-

safety-

regulation-

internation

al-

transport-

forum-

a4364686.

html

https://www.standard.co.uk/tech/escooters-safety-regulation-international-transport-forum-a4364686.html
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モビリティ分野関連記事詳細(11/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

ドイツ 4-E13 充電インフ
ラストラク
チャの電気
自動車：
実際の設置
と操作に関
する技術
ガイド

2月21日 DKE/VDEは電気自動車の充電インフラストラクチャに関する技術ガイド
第3版を発表

 背景：
 ドイツ政府は充電ステーションインフラストラクチャマスタープランを採
用(2019年11月18日)

 マスタープランでは、2030年までにドイツ全体で合計100万の充電基
地を利用可能とするよう指示

 ガイド内容：
 充電インフラストラクチャの専門家の計画、構築、運用において考慮
すべき項目を明確化し、下記に対するアクションの推奨事項とアドバ
イスを提供
 充電インフラストラクチャを計画、設定、運用する際に考慮すべき
こと

 潜在的な危険やコストのかかる負の投資をどのように回避可能か
 充電インフラストラクチャのコンテキストに関連する標準と規制は
何か

 将来、インテリジェントな電力グリッドと誘導充電はどのような役割
を果たすか

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/mobility

/technische

r-leitfaden-

ladeinfrastr

uktur-

elektromob

ilitaet

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/mobility/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(12/15)

モビリティ分野関連記事詳細(12/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E14 テスラは、
電気自動車
モデルに利
益をもたら
すために
ヨーロッパ
のトラックト
レーラー法
の変更を
模索

2月24日 CNETは、テスラがトラックトレーラーを禁止する厳しい法律を採用しない
ようロビー活動を行っていることを紹介
 テスラは複数の電気自動車メーカーと共にドイツ政府に働きかけを実施しており、
法律の免除を求めてロビー活動を実施中

 ロビー活動の目的：
 トラックメーカーは騒音公害なし、テールパイプの排出がゼロな大気汚
染の無いトラックのみが許可される場合、この規制の免除を求めたい
考え

CNET
https //ww

w cnet.com

/roadshow/

news/tesla-

semi-

europe-

truck-laws-

electric-

models/

4-E15 規格は建設
業界のデジ
タル化を
支援

2月27日 「Standards Build Trust」キャンペーンの一環として、CENとCENELEC
が建設業界のデジタル化に関するビデオを作成したことを発表

 背景：
 AI、3Dプリンティング、ドローン、量子コンピューターなどのツールは、
建設業界をより効率的で持続可能とし成功させることが可能

 単一市場全体でのデジタルツールの採用を成功させるための標準の
役割は、建設部門で特に顕著

 ビデオ概要：
 名称：「#TrustStandards：建設におけるデジタルソリューションの構
築」

 規格の重要性を明示。特に、EN規格は相互運用性を促進し、データ
の流通を容易にし、効率を高め、建設部門をより持続可能とすること
を説明

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/brief news

/Pages/TN-

2020-

009 aspx

再掲

https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-semi-europe-truck-laws-electric-models/
https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2020-009.aspx
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モビリティ分野関連記事詳細(13/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E16 欧州委員会、
インテリジェ
ントシティ
チャレンジを
開始

2月27日 欧州委員会は、デジタルシティチャレンジの後継として、インテリジェント
シティチャレンジ(ICC)を開始したことを発表

 背景：
 2017年、欧州委員会はデジタル都市チャレンジを開始
 EUの41の都市がデジタルポリシーを変革して、誰もが楽しめる都市
空間を実現可能とするよう推進

 インテリジェントシティチャレンジ：
 41都市がデジタルトランスフォーメーションのビジョン、戦略、ロード
マップを作成した「デジタルシティチャレンジ」に基づき、より包括的で
持続可能な都市環境を作成するために都市をデジタルポリシーに変
換するようガイド

 専門家は、エネルギー、モビリティ、セキュリティ、その他の地域の優
先事項など、都市の最大のテーマに合わせて調整された100を超える
スマートシティ戦略の集合的な専門家経験に基づいたプログラムを提
供

 今後のスケジュール：
 アプリケーションのヒントとアドバイス-ウェビナー4回
 アプリケーションの事前スクリーニング：2020年3月2日-3月27日
 アプリケーションの最終期限：2020年4月6日
 受賞都市の発表：2020年5月18日

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/gr

owth/conte

nt/europea

n-

commissio

n-

launches-

intelligent-

cities-

challenge

en

https //ww

w intelligen

tcitieschall

enge.eu/

再掲

https://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-intelligent-cities-challenge_en
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(14/15)

モビリティ分野関連記事詳細(14/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E17 LEVA-EU
がヨーロッ
パのスピー
ドペダルの
ルールを緩
和すること
を主張

2月18日 LEVA-EUは365SNELのプロジェクトパートナーとともに、スピードペダル
の法的地位と市場での地位に関し欧州シンポジウムを開催(2月上旬)
 シンポジウムには欧州委員会も出席。複数メーカーが、車両の承認を得るための
難易度の高さについて発言

 シンポジウムにおけるメーカーの発言(抜粋)：
 ベルギーにおけるスピードペダルの成功が重要な例であることを確認
 他国では、スピードペダルは自転車道から禁止され、道路で使用が義
務付け。但し通常の車両やトラックとの速度差により危険が発生

 オランダの一部ユーザーは自転車道でより安全だと感じた場合ナン
バープレートを外し、車道ではナンバープレートを装着

 EUはスピードペデレックをモペットとして分類：
 規定法令：Regulation 168/2013(The European Parliament and of 

the Council of 15 January 2013 on the approval and market 

surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles 

Text with EEA relevance)

 (参考)LEVA-EU概要：
 電気自動車専門のヨーロッパで唯一の業界団体

 (参考)365SNEL概要：
 フランダースにおけるスピードペダルの可能性を調査するために、環
境部によって助成されたプロジェクト

CyclingIndustr

y.News

https //cycli

ngindustry.

news/leva-

eu-makes-

case-for-

softening-

speed-

pedelec-

rules-in-

europe/

https://cyclingindustry.news/leva-eu-makes-case-for-softening-speed-pedelec-rules-in-europe/
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【情報収集結果】欧州におけるモビリティ分野の標準化動向(15/15)

モビリティ分野関連記事詳細(15/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

欧州 4-E18 EESCでの
バッテリー
に関する
議論

2月24日 ECOSのプログラムマネージャーのMélissa Zill氏が欧州経済社会委員
会(EESC)のTENセクションにてNGOの視点から議論したことを紹介
(2月5日)

 討論のテーマ：
 「希土類元素とバッテリー：ヨーロッパの必要性」

 討議内容：
 バッテリーの生産の環境への影響と、EUがバッテリーのセカンドライ
フとリサイクルを促進する基準に支えられた規制でサステナビリティ要
件を採用する必要性を強調

 TENセクション名称：
 The Section for Transport, Energy, Infrastructure and the 

Information Society (TEN) 

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/debate-

on-

batteries-

at-the-

eesc/

https://ecostandard.org/news_events/debate-on-batteries-at-the-eesc/
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/16)

モビリティ分野関連記事詳細(16/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U1 連邦レベル
の枠組みが
不在の状況
において、
自動運転の
課題が幅広
い普及を
阻止

2月4日 ULのPete Campbell氏は、自動運転の普及に関する課題として、他の
システムとの統合、試験、規制の3課題を指摘

 UL自動車部門のPete Campbell氏による自動運転普及に際しての課題
(抜粋)：
 統合：他の車両やインフラ、クラウドとの通信が行われるが、サイバー
セキュリティ対策が課題

 試験：様々な技術が混在する中、安全試験の方法が未確立
 規制：統一的な規制が不在

 (参考)現在米国では連邦レベルでは運輸省道路交通安全局
(NHTSA)の任意のガイドラインのみが存在

Underwriters 

Laboratories 

Inc. (UL) 

https //ww

w ul.com/n

ews/autono

mous-

vehicle-

challenges

https://www.ul.com/news/autonomous-vehicle-challenges
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/16)

モビリティ分野関連記事詳細(17/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U2 SAEは、
ルート上の
機械化され
た接触伝達
方式の電気
自動車充電
システムの
推奨される
施策を発行

2月5日 SAE Internationalは、大型車両の接触伝達方式の充電システムに
関する規格SAE J-3105を発行

 規格名称：
 SAE J-3105: electric Vehicle Power Transfer System Using 

Conductive Automated Connection Devices Recommended 

Practice

 規格策定の目的：
 バスや大型車両一般を対象に、接触伝達方式の充電システムの安全
な試験とパフォーマンスを促進

 規格概要：
 主に直流電源から充電可能な自動充電装置(ACD)を使用する自動
車の接触伝達方式の充電システムの一般的な物理、電気、機能、試
験、パフォーマンスに関する仕様を記述

 SAE J-3105で定義されたインターフェイスのより詳細な仕様を記載し
た補足文書が存在
 SAE J3105-1: Infrastructure-Mounted Cross Rail Connection

 SAE J3105-2: Vehicle-Mounted Pantograph Connection

 SAE J3105-3: Enclosed Pin and Socket Connection

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https //ww

w sae.org/

news/2020/

02/sae-

j3105-

promotes-

safe-

charging-

for-buses-

and-heavy-

duty-

vehicles

https://www.sae.org/news/2020/02/sae-j3105-promotes-safe-charging-for-buses-and-heavy-duty-vehicles


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2893

【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/16)

モビリティ分野関連記事詳細(18/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U3 米国連邦航
空局は、
ドローンの
型式認証の
政策案を
提示

2月5日 米国連邦航空局(FAA)は、宅配用ドローンを対象に特別な認証クラスを
策定することに言及した政策案を発表し、コメントを募集

 背景：
 多くの企業が宅配用ドローンのサービス提供に向けて準備を進める
中、政府による規制の遅延を懸念

 政策案概要：
 宅配用ドローンを対象に、連邦行政命令集14 CFR § 21.17(b)に規
定された航空機の型式認証を適応
 同規定は、グライダーや気球など特殊な航空機を対象にしており、
様々な航空機に関する要求仕様から目的に合ったものを選択する
ことが可能

 ドローンに課せられる目視見通し外(BVLOS)飛行の規制に捉われ
ない運用への道筋を提示

 人を乗せる都市における自立型次世代航空システムを始めとする宅
配用以外のドローンは本政策案の対象外であることを明示

Avionics 

International

https //ww

w aviationt

oday com/

2020/02/05

/faa-

releases-

policy-

proposal-

type-

certifying-

drones/

4-U4 米国は、自
動運転車に
人間のドラ
イバーに関
連する安全
規則の除外
を許可

2月6日 米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)は、ロボティックス企業Nuroの
開発した低速自動運転車両R2に対して、人間のドライバーに関連する
安全規制の免除を許可
 南カリフォルニア大学の法学部教授Bryant Walker Smith氏は、今回の動きは

NHTSAが自動運転に関して抽象的な規則や任意規格からより具体的な規制に
シフトする兆候であると指摘

Journal 

Standard

https //ww

w journalst

andard.co

m/zz/news/

20200206/

us-lets-

autonomou

s-vehicle-

bypass-

human-

driver-

safety-

rules

https://www.aviationtoday.com/2020/02/05/faa-releases-policy-proposal-type-certifying-drones/
https://www.journalstandard.com/zz/news/20200206/us-lets-autonomous-vehicle-bypass-human-driver-safety-rules
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/16)

モビリティ分野関連記事詳細(19/42)

モビリティテーマ別情報詳細
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(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U5 米国議会下
院は、近く
自動運転車
に関する
法案を作成

2月11日 米国議会下院は、自動運転車の規制枠組みに関するヒアリングを実施し、
近々規制法案を発表する予定

 エネルギー・商業委員会消費者保護・商業小委員会による規制に係るヒア
リング概要：
 自動車業界の代表は、米国が中国などとの競争に敗れる可能性があ
るとして、早急な法整備を要求

 消費者団体らは、政府が業界に対し安全な車両を製造することを求
めるよう要求

 共和党は他国の動向を踏まえて早急な法整備を支持する一方、民主
党は確実な安全対策を要求

 今後の動向：
 ヒアリング後、同小委員会議長は、近いうちに自動車運転規制の法案
のドラフトを発表する予定と発言
 2019年11月に公表された草案には、米国運輸省(DOT)内に自動
運転に関する問題の評価や規制を担当するHighly Automated 

Vehicle Advisory Councilの設立を規定
 新たな草案にはサイバーセキュリティ対策も含まれる見込み

 一方で、議長は法案の採択を急がない意向

The Hill
https //theh

ill.com/poli

cy/technolo

gy/482628-

house-

lawmakers-

close-to-

draft-bill-

on-self-

driving-

cars

https://thehill.com/policy/technology/482628-house-lawmakers-close-to-draft-bill-on-self-driving-cars
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(5/16)

モビリティ分野関連記事詳細(20/42)

モビリティテーマ別情報詳細
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モビリ
ティ

米国 4-U6 大統領の政
治動向は、
電気自動車
の充電規格
に影響を与
えるか？

2月11日 米国議会下院の民主党議員は、今後5年での高速道路における
高速充電システム網整備を目指した法案EV Freedom Actを発表

 背景：
 米国における電気自動車の給電ステーションの不足が普及を阻害
 他方で党派を超えて充電システムの普及支持を表明

 法案概要：
 今後5年での高速道路における高速充電システム網整備を規定

 今後の課題：
 高速充電のための充電規格の統一、整備の中で企業間競争や大統
領の政治動向により決定が左右される可能性
 家庭や会社で使用する低速充電規格に関しては、統一的なプラグ
の規格が成立

 一方で、高速充電規格に関しては、3種類の規格が併存している
状況
 日本のEV：CHAdeMO規格を使用
 ドイツ、米国のEV：SAE Combined Charging System (CCS) 
規格を使用

 Tesla社のEV：Supercharger規格を使用

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/can-

presidentia

l-politics-

supercharg

e-31235/

https://www.jdsupra.com/legalnews/can-presidential-politics-supercharge-31235/
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モビリティ分野関連記事詳細(21/42)

モビリティテーマ別情報詳細
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モビリ
ティ

米国 4-U7 SAE 

Internation

alとISOは、
自動運転の
サイバーセ
キュリティエ
ンジニアリン
グに関する
初めての
規格を発行

2月12日 SAE Internationalと国際標準化機構(ISO)は、自動運転のサイバー
セキュリティエンジニアリングに関する規格ISO/SAE 21434の草案を
発表

 規格名称：
 ISO/SAE 21434 Road vehicles — Cybersecurity engineering

 規格概要：
 システムやソフトウェア、外部機器やネットワークとの接続を含む自動
車の設計においてサイバーセキュリティが取り込まれていることを確
認するための構造的なプロセスを定義

 SAEにより策定された枠組、SAE J3061: Cybersecurity Guidebook 

for Cyber-Physical Vehicle Systemsを拡張する形で策定
 策定機関：

 SAE Vehicle Cybersecurity Systems Engineering Committee

 ISO/TC 22/SC 32/WG 11 Cybersecurity

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https //ww

w sae.org/

news/press

-

room/2020/

02/sae-
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publish-

first-of-its-

kind-

standard-

for-
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-
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engineerin

g

https://www.sae.org/news/press-room/2020/02/sae-international-and-iso-publish-first-of-its-kind-standard-for-automotive-cybersecurity-engineering
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モビリティ分野関連記事詳細(22/42)

モビリティテーマ別情報詳細
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モビリ
ティ

米国 4-U8 知っていま
したか？

2月14日 米国規格協会(ANSI)は、米国土木学会(ASCE)による将来のインフラに
関するウェブサイト公開やE-commerceの取引保証に関するISO/TC 

321に対応する米国内の標準化活動を紹介
 ANSI会員のASCEは、技術の進展が社会変革にどのような影響を与え、その変
革に対して技術者がどのようにインフラシステムを設計、建設、運営、維持できる
かを示したウェブサイト「Future World Vision」を公開
 Future World Vision 概要：

 エンジニアと建設環境にとっての変化のドライバーとなる6つのメガト
レンドを提示
 代替エネルギー
 自動運転
 気候変動
 スマートシティ
 ハイテク建設
 政策とファンディング

 未来の理解の基礎となる4つのシナリオを提示
 強靭な街：気候変動の都会、沿岸都市への影響
 先進的なメガシティ：極度な都市化が、技術、都市計画における政
府の行動を促進

 分散的な居住：再エネ、通信技術の進歩が、従来の都市からの移
住を促進

 不平等な居住地：自動運転により富裕層が裕福な居住地から通勤
 ANSIのExecutive Standards Council (ExSC) は、 ISO/TC 321 Transaction 

assurance in E-Commerceにおける米国からのTechnical Advisory 

Group(TAG)への派遣を公認したほか、ASC X9, Inc.をTAGの運営者に指名

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi
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menuid=7&

articleid=2
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https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=251aac42-e19a-4521-a018-ec6cb9b61e0e
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モビリティ分野関連記事詳細(23/42)
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モビリ
ティ

米国 4-U9 米国のリー
ダーたちは、
シェアリング
エコノミーの
国際規格策
定を支援

2月18日 米国規格協会(ANSI)とテクノロジー標準化コンソーシアムOASISは、テッ
ク企業などから専門家を集め国際標準化機構(ISO)のシェアリング
エコノミーに関する技術委員会ISO/TC 324への米国技術諮問委員会
(TAG)を組成

 ISO/TC 324(シェアリングエコノミー)概要：
 交通、人材派遣、宿泊、小売り、メディアの5分野において、リスク低減、
資産保護、管理、リソーシングなどの領域を検討

 先ずは用語や指針、シェアリングエコノミーの方法論のオペレーション
化に着手する予定

 次回総会は、6月22日～24日にフランスで開催予定
 TAG概要：

 衣料品サブスクリプションサービスなどを提供するCaaStleのTim 

Hirschが議長、MicrosoftのStephanie Beers氏が副議長を担当
 eBayやUberなど、オンラインプラットフォームやイノベーティブなス
タートアップ、テクノロジー企業、金融企業らが参画

 米国企業にとって重要な論点をISO/TC 324において推進
 OASIS概要：

 シェアリングエコノミーやサイバーセキュリティ、プライバシー、暗号化、
クラウドコンピューティング、IoT、法務、危機管理、ARなど幅広いテク
ノロジー関連領域における規格策定やオープンソースプロジェクトを
実施するコンソーシアム

 企業や公的機関、研究機関など100以上の国に会員を保有

OASIS
https //ww

w oasis-

open.org/pr

-us-tag-

sharingeco

nomy

再掲

https://www.oasis-open.org/pr-us-tag-sharingeconomy
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モビリ
ティ

米国 4-U10 Wingは、ド
ローンのリ
モートIDに
関する声明
を発表し、レ
クリエーショ
ン目的の飛
行を支持：
「すべての
人にオープ
ンな空を」

2月21日 米国ドローン関連企業Wing社(Googleスピンオフ企業)は、米国連邦
航空局(FAA)の規則制定案告示(NPRM)においてASTM International
策定のリモートIDの規格を活用するよう要求する声明を発表

 声明概要：
 NPRMの問題点とそれに対するASTMの規格の利点を指摘

 NPRMは高度な商用から既製品まで様々なドローンの種類に応じ
たコンプライアンスの選択肢不在である一方、ASTM規格は複数
の選択肢を提示

 NPRMは機微な情報の保護が不十分である一方、ASTM規格は
プライバシー保護の施策を規定

 NPRMは趣味目的のドローンへの配慮が不十分である一方、
ASTM規格は趣味目的のオペレーターも対応可能

Drone Life
https //dron

elife.com/2

020/02/21/

wing-

makes-a-

statement-

on-remote-

id-for-
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recreationa
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4-U11 カリフォルニ
アの新たな
法規制はコ
ネクテッド
カーにとって
厄介な問題
を生み出す

2月23日 米国カリフォルニア州の消費者プライバシー保護法(CCPA)は、コネクテッ
ドカーのメーカーやディーラーにユーザー情報の管理に関する課題を
創出
 コネクテッドカーはユーザーの様々な情報を収集しサービス提供に生かす一方、

CCPAは消費者がデータ活用を拒否する権利を定めており、カーメーカーらは
対応に苦慮

 現在、州議会議員らは州司法長官に自動車に関連するデータの扱いに関して規
則の明確化を要求中

Automotive 

News

https //ww

w autonew

s com/shift/

new-

california-

law-

creates-

complicatio

ns-

connected-

cars

https://dronelife.com/2020/02/21/wing-makes-a-statement-on-remote-id-for-drones-supports-recreational-flyers-open-skies-for-all/
https://www.autonews.com/shift/new-california-law-creates-complications-connected-cars
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モビリ
ティ

米国 4-U12 自動運転車 2月24日 米国議会において自動運転に係る2法案(SELF DRIVE Act、AV START 

Act)が提出されたものの、仲裁等の論点が保留状態で、採択
までの先行きは不透明
 両法案は、超党派、両院での制定を準備。他方、サイバーセキュリティやプライバ
シー保護、仲裁などの論点が保留状態

 自動運転業界は規制の遅延にしびれを切らしており、米国運輸省道路交通安全
局(NHTSA)はNuro社の低速自動運転車に対して規制の一部免除を許可したほ
か、各州などでは独自の自動運転車規制を策定する動きあり

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/autono

mous-

vehicles-

avs-91826/

4-U13 ANSIはリチ
ウムに関す
る新たな
ISO技術委
員会の提案
へのコメント
を募集

2月24日 米国規格協会(ANSI)は、中国が提案するリチウムに関する新たなISO
技術委員会設置提案へのコメントを募集(4月3日まで)

 背景：
 リチウムは、充電池や航空宇宙、原子力の産業分野において利用が
拡大

 需要にこたえるため、近年米国、オーストラリア、カナダなどはリチウ
ムの生産を拡大

 新技術委員会の提案概要：
 中国国家標準化委員会(SAC)が、リチウムの採掘、濃縮、抽出、分離、
化合物や有益な素材への変換に関する標準化を行うために提案
 用語の定義や輸送時の技術条件、質の向上のための試験・分析
手法などに着目した作業プログラムの実施を想定

 素材としてのリチウムを対象としており、リチウム電池は対象外
 今後の動向：

 ANSIは、4月3日までメンバー機関からのコメントを募集
 ISOは、5月16日に提案の採択を実施予定

American 
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https://www.jdsupra.com/legalnews/autonomous-vehicles-avs-91826/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=7f6a2620-65ae-40ae-a987-14a4a04c7ce2
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米国 4-U14 米国国家運
輸安全委員
会(NTSB)
の半自動
運転車に関
する勧告を
受けた声明

2月25日 米国消費者団体Advocates for Highway and Auto Safetyは、テスラ
の半自動運転車の事故に対し米国国家運輸安全委員会(NTSB)が発出
した勧告を受けて声明を発表、連邦規制への安全措置の盛り込みを要求

 背景：
 2018年にカリフォルニア州でテスラの半自動運転車による死亡事故
が発生

 事故についての会議において、NTSBは米国運輸省道路交通安全局
(NHTSA)の監督不足を指摘した上で、半自動運転車の最低限の性
能基準について定めた過去の勧告やドライバー監視システムの強制
的な設置を定めた新たな勧告の採用を要求

 Advocates for Highway and Auto Safetyの声明概要：
 連邦議会で審議中の自動運転法制への安全措置の盛り込みが必須
 米国運輸省(DOT)は、最低限の安全性能基準の発行、徹底した監督、
業界への説明責任の要求を通じて安全性を最優先にすべき

Advocates for 

Highway and 

Auto Safety
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https://saferoads.org/2020/02/25/statement-on-national-transportation-safety-board-ntsb-recommendations-regarding-partially-autonomous-vehicles/
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(12/16)

モビリティ分野関連記事詳細(27/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U15 SAE ITC、
Bell、
Garrett 

Motion、
Global 

Strategic 

Solutions、
VHM 

Innovations
は、Health-

Ready 

Component 

& 

Systems(H

RCS)コン
ソーシアム
を発足

2月25日 SAE International傘下のSAE Industry Technologies 

Consortia(ITC)とBell等は、乗り物の統合モニタリングシステム
(Integrated vehicle health management: IVHM)に関するHealth-

Ready Component & Systems(HRCS)コンソーシアムを発足
 背景：

 IVHMは、統一的な情報交換方法の欠如により普及が阻害
 一方、IVHMは、既存の乗り物に加え、自動運転車やドローンにとって
重要な技術

 コンソーシアム概要：
 オープン規格の活用を通じてオペレーター、OEM、サプライヤーなど
業界横断的に相互運用性を向上し、IVHMの活用を推進するために
設立
 登録・適格性確認プロセス、承認、確認手順の定期的レビューなど
を定義

 登録された部品のパフォーマンスと連絡先をHRCSのデータベー
スで公表

 SAE JA626 Standard: Design & Run-Time Information Exchange 

for Health-Ready Componentsにおいて提供されているベストプラク
ティスやガイダンスを参照

Society of 

Automotive 

Engineers 

International 

(SAE)

https //ww

w sae.org/

news/press

-

room/2020/

02/sae-itc-

bell-garrett-

motion-

global-

strategic-

solutions-

llc-and-

vhm-

innovations

-llc-

announce-

the-launch-

of-the-

health-

ready-

component

--systems-

hrcs-

consortium

https://www.sae.org/news/press-room/2020/02/sae-itc-bell-garrett-motion-global-strategic-solutions-llc-and-vhm-innovations-llc-announce-the-launch-of-the-health-ready-component--systems-hrcs-consortium
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(13/16)

モビリティ分野関連記事詳細(28/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U16 RTCA, Inc
とASTM 

Internation

alは、MoU
を締結

2月25日 航空分野における標準化を行うRTCA, IncとASTM Internationalは、
ドローンなどに関する規格策定において協力するためMoUを締結

 MoU概要：
 ドローンを始めとする新興技術分野の標準化協力の推進に言及

 ドローンの交通管理
 都市航空モビリティ
 検知、回避システム
 ドローン向けの地上設置型レーダー
 サイバーセキュリティ

 合同ワークショップやシンポジウム、トレーニングも実施予定
 RTCA, Inc. 概要：

 Radio Technical Commission for Aeronautics(RTCA)は、1935年
に設立された航空に関する規格を行う非営利目的の団体

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/rtca-inc-

and-astm-

internation

al-sign-

memorand

um-

understand

ing

https://www.astm.org/newsroom/rtca-inc-and-astm-international-sign-memorandum-understanding
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(14/16)

モビリティ分野関連記事詳細(29/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U17 CBRSアラ
イアンスは、
3.5GHz帯
の5Gの
技術仕様を
公開

2月27日 3.5GHzの共同電波帯の活用を推進する業界団体CBRS Allianceは、
同電波帯における5G通信の技術規格を公表

 背景：
 米国連邦通信委員会(FCC)は、5G通信の普及のためMid-bandの電
波帯の割り当てを拡張中
 2020年1月にこれまで未認可だった3.5GHz帯の商用利用を認可
 3.7GHzから4.2GHzのC-Bandも開放する予定だが、1年以上か
かる見込み

 規格概要：
 3.5GHzの5G通信に向けて、電波利用に関する規格策定団体3GPP
により策定された、既存の共用電波帯の規格を補完する形で開発

 柔軟なチャネル割り当てやコーチャネルオペレーションなどの新たな
課題を克服したほか、エンタープライズアプリケーションとセキュリティ、
認証、遅延の削減、バックホールの使用、私用、商用ネットワークを介
しての音声・データローミングなどに関する新たな仕様を規定

Mobile World
https //ww

w mobilew

orldlive.co

m/featured-

content/top

-three/cbrs-

alliance-

finalises-3-

5ghz-5g-

spec/

再掲

https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/cbrs-alliance-finalises-3-5ghz-5g-spec/
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(15/16)

モビリティ分野関連記事詳細(30/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U18 米国下院エ
ネルギー・
商業委員会
は、自動運
転車の未来
を協議

2月 米国下院は、自動運転に関する包括的な規制を制定するための協議を
実施、法案の策定に着手

 これまでの自動運転規制をめぐる動向：
 米国議会は、これまでも自動運転規制に失敗しており、新たな規制策
定への取り組みが活発化
 2017年、SELF DRIVE Actが下院を通過したものの、上院での採
択に失敗

 2019年、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)と連邦自動車運輸安
全局(FMCSA)は自動運転に関する規則制定の事前告知を発出した
ものの未制定

 米国科学技術委員会(NSTC)と運輸省(DOT)は、連邦機関による自
動運転規制の指針となる文書Automated Vehicles 4.0を発表

 下院の動向：
 下院の法案は、DOTに強力な権限を付与し、サイバーセキュリティな
どに関する積極的な措置を規定するほか、消費者教育やそれらに必
要な資金に関しても規定

 一方で、法案に対しては州による規制との兼ね合いなどに対して批判
もあり、今後の下院、上院を通過するかは不透明

 企業の動向：
 企業は、既存の自動運転車の開発に当たり、既存の自動車規制から
の例外措置を模索
 NHTSAは、既に1件、Nuro社の自動運転車に対して既存の規制
の一部免除を許可

 さらに、国際標準化機構(ISO)などの規格の認証への適合も選択肢

Jones Day
https //ww

w jonesday

com/en/ins

ights/2020/

02/house-

committee-

to-discuss-

autonomou

s-vehicles

https://www.jonesday.com/en/insights/2020/02/house-committee-to-discuss-autonomous-vehicles
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【情報収集結果】米国におけるモビリティ分野の標準化動向(16/16)

モビリティ分野関連記事詳細(31/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

米国 4-U18 米国下院エ
ネルギー・
商業委員会
は、自動運
転車の未来
を協議
(前頁続き)

2月 米国下院は、自動運転に関する包括的な規制を制定するための協議を
実施、法案の策定に着手(前頁続き)

 地方政府の動向：
 連邦規制の不在の中、各地方政府は自動運転の独自規制を開始

 カリフォルニア州は、自動運転のみを対象にしたものではないもの
の消費者プライバシー保護法を施行

 ロサンゼルス市は、ウーバーにスクーターの情報と記録の開示を
要求しており、自動運転車に対しても同様の要求がなされる可能
性

Jones Day
https //ww

w jonesday

com/en/ins

ights/2020/

02/house-

committee-

to-discuss-

autonomou

s-vehicles

https://www.jonesday.com/en/insights/2020/02/house-committee-to-discuss-autonomous-vehicles
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(1/4)

モビリティ分野関連記事詳細(32/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C1 車両の推奨
国家規格
「車両品質
監視の技術
的条件」のド
ラフトに対す
る意見募集

2月10日 車両小委員会が策定した車両の推奨国家規格「車両品質監視の技術的
条件」のドラフトに対する意見を募集(3月20日まで)

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1741

html

4-C2 自動車業界
規格「電動
バイクおよ
び電動モ
ペット用DC 

/ DCコン
バーターの
技術条件」
のドラフトに
対する意見
募集

2月12日 電動バイク小委員会が策定した自動車業界規格「電動バイクおよび電動
モペット用DC / DCコンバーターの技術条件」のドラフトに対する意見を
募集(3月22日まで)

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/Standar

dRevision/

detail/1742

html

http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1741.html
http://www.catarc.org.cn/StandardRevision/detail/1742.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(2/4)

モビリティ分野関連記事詳細(33/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C3 国家規格
「情報技術
システムの
磁場ネット
ワーク間の
遠隔通信と
情報交換
パート2：帯
域内ワイヤ
レス充電制
御プロトコ
ル」の策定
参加者募集
に関する
お知らせ

2月24日 「情報技術システムの磁場ネットワーク間の遠隔通信と情報交換パート2：
帯域内ワイヤレス充電制御プロトコル」(計画番号：20193196-T- 469)の
国家規格策定参加者を募集(3月10日まで)
 本規格は、ISO / IEC 15149：磁界エリアネットワーク(Magnetic Field Area 

Network：MFAN)に基づいて開発

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

002/6079 h

tml再掲

http://www.cesi.cn/202002/6079.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(3/4)

モビリティ分野関連記事詳細(34/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C4 国家規格
「情報技術
システム間
のリモート
通信および
情報交換
LANとMAN 
ブリッジ
LANにおけ
る時間依存
アプリケー
ションのタイ
ミングと同
期」の策定
参加者募集
に関する
お知らせ

2月24日 国家規格「情報技術システム間のリモート通信および情報交換 LANと

MAN ブリッジLANにおける時間依存アプリケーションのタイミングと
同期」(計画番号：20194195-T-469)の策定参加者募集(3月20日まで)
 本規格は、ISO / IEC / IEEE 8802-1AS：2014：情報技術—システム間のリモー
ト通信および情報交換—LANとMAN—パート1AS：ブリッジLANにおける時間依
存アプリケーションのタイミングと同期に基づいて改訂

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

002/6078 h

tml再掲

http://www.cesi.cn/202002/6078.html
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【情報収集結果】中国におけるモビリティ分野の標準化動向(4/4)

モビリティ分野関連記事詳細(35/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

中国 4-C5 全国情報技
術標準化技
術委員会
IoT小委員
会コネク
ティッドビー
クル研究グ
ループのメ
ンバー募集
のお知らせ

2月28日 全国情報技術標準化技術委員会IoT小委員会コネクティッドビークル研究
グループ(SAC / TC 28 / SC 41 / SG 1)のメンバーを募集(3月18日まで)

 背景：
 国家開発改革委員会及び11省庁が共同で「スマートカーイノベーショ
ンと開発戦略」(開発改革産業[2020] No. 202)を発行し、インテリジェ
ントな車両規制および規格の確立を提案

 これを受け、全国情報技術標準化技術委員会IoT小委員会が2019年
11月13日に開催した第1回会議において、コネクテッドビークルの研
究グループ(SAC / TC 28 / SC 41 / SG 1)を設立

 目的：
 「全国車両インターネット業界規格システムの構築のためのガイドライ
ン」の適用、コネクティッドな電子製品、サービス、車載ネットワーク、
車載/車両端末などの主要技術・製品に関する研究、業界および団体
規格の策定を推進

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

002/6140 h

tml

4-C6 規格発表会
の開催の延
期に関する
全国自動車
標準化技術
委員会から
のお知らせ

2月24日 全国自動車標準化技術委員会は、3月に開催予定の車両識別番号/世界
製造業者識別コードに関する規格発表会の開催延期を発表
 3月上旬に開催予定であったVIN(車両識別番号) / WMI(世界製造業者識別コー
ド)に関する規格発表会、3月下旬に開催予定であった規格発表会を延期。今後
の開催日程は未定

全国自動車
標準化技術
委員会
(SAC/TC114)

http //www.

catarc.org.

cn/work/det

ail/1746.ht

ml

http://www.cesi.cn/202002/6140.html
http://www.catarc.org.cn/work/detail/1746.html
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(1/2)

モビリティ分野関連記事詳細(36/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

シンガ
ポール

4-A1 4月から
歩道におけ
るすべての
電動モビリ
ティデバイス
の利用を
禁止：政府

2月4日 歩道におけるすべての電動モビリティデバイスの利用を禁止するための
アクティブモビリティ法と共有モビリティエンタープライズ(制御および
ライセンス)法の変更に関する議論を実施

 今年4月の法案制定後に実施される主な変更点：
 歩道におけるすべての電動モビリティ車両の立入禁止
 電動スクーターの16歳未満の利用禁止(21歳以上の大人の監督があ
る場合のみ利用可)

 電動スクーターおよび電動バイク利用に際してのオンライン試験の導
入

 2年ごとの電動スクーターの検査
 移動中のモバイルデバイスの使用制限
 商用利用に関する第三者損害賠償保険の加入
 共有車両のオペレーターに対するライセンスの導入

TODAY
https //ww

w todayonli

ne.com/sin

gapore/all-

motorised-

mobility-

devices-

banned-

footpaths-

april-govt

マレー
シア

4-A2 投資家は
事業計画を
明らかにし
なければな
らない

2月24日 マレーシア自動車ロボティクス・IoT研究所(MARii)所長は、マレーシア
政府は国家自動車政策(NAP)2020の下でレベル3の自律機能(条件付
運転自動化)を備えた次世代自動車(NxGV)の生産のハブとなることを
目指すと表明

 Datuk Madani Sahari・MARii所長の発言(標準化関係部分抜粋)：
 マレーシアは、2021年までにASEANの自動運転車の標準開発を
リードし、2025年までに市場への浸透を確実とする

 可能であれば、自動運転車や電気自動車、コネクテッドカーの標準(テ
ストと検証)の中心国になりたい

 MARii概要：
 国際貿易産業省(MITI)傘下の一組織

New Straits 

Times

https //ww

w nst com.

my/busines

s/2020/02/

568504/inv

estors-

must-

reveal-

business-

plan

https://www.todayonline.com/singapore/all-motorised-mobility-devices-banned-footpaths-april-govt
https://www.nst.com.my/business/2020/02/568504/investors-must-reveal-business-plan
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【情報収集結果】ASEANにおけるモビリティ分野の標準化動向(2/2)

モビリティ分野関連記事詳細(37/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

マレー
シア

4-A3 マレーシア
が国家自動
車政策2020
を開始

2月27日 マレーシアは、国家自動車政策(NAP2020)の下で戦略や対策を実行
するため、2020年から2030年までの4つのロードマップと3つのブルー
プリントを策定(2月21日)

 4つのロードマップ：
 自動車とモビリティバリューチェーンのロードマップ(NRAMVC)：自動
車とモビリティバリューチェーンのサプライヤの競争力開発および強化
方法を提示

 自動車とモビリティ技術のロードマップ (NRAMT)：自動車製品とモビ
リティエコシステムの開発と製造をサポートするEEV、NxGV(次世代
自動車)、スマートモビリティ、IoTインフラ、インダストリー4.0の関連技
術開発の今後の道筋を提示

 自動車とモビリティ人材のロードマップ(NRAMTa)：モビリティエコシス
テムの統合を含む製造、マーケティング、自動車サービスの需要に適
した競争力のある労働力開発のための計画概要

 自動車アフターマーケットのロードマップ(NRAA)：マレーシアを
ASEANの自動車再製造ハブにするための国内のステークホルダー
が適用できる再製造、標準、ベストプラクティスの改善を通じた基準を
概説

 3つのブループリント：
 MaaSのためのブループリント(NBAMaaS)：マレーシアの自動車産
業の開発ニーズに対応するための輸送サービスとモビリティソリュー
ションの中核計画

 自動車ロボティクスのブループリント(NBAR)：製造分野での問題と課
題に対するソリューションの提供に向けたロボット技術の戦略

 自動車IoTのブループリント(NBAIoT)：自動車産業におけるコネクティ
ビティ革命の方向性と、V2X(Vehicle-to-Everything)、自動運転車、
安全面、規制などのコネクテッドビークルのマーケティング戦略

mondaq
http //www.

mondaq.co

m/Technol

ogy/89798

2/Malaysia-

Launches-

The-

National-

Automotive

-Policy-

2020

http://www.mondaq.com/Technology/897982/Malaysia-Launches-The-National-Automotive-Policy-2020
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モビリ
ティ

国際 4-O1 SAE、自動
車のサイ
バーセキュ
リティエンジ
ニアリング
のための
共同規格の
ISOのドラフ
トを発行

2月12日 SAE InternationalとISOは、電気自動車の開発と運用のための
サイバーセキュリティ慣行を概説する新しい標準(ISO / SAE 21434)の
草案を発行(2月12日)

 規格名称：
 ISO/SAE DIS 21434：Road vehicles — Cybersecurity engineering

 規定内容：
 サプライチェーン全体の共通理解の基盤としての語彙、目的、要件、
ガイドラインを提供

 「SAE J3061 サイバー物理車両システム向けサイバーセキュリティ
ガイドブック」に基づき、より詳細な指示を追加

Industry Week
https //ww

w industry

week com/t

echnology-

and-

iiot/cyberse

curity/articl

e/2112282

0/sae-

internation

al-and-iso-

release-

draft-of-

joint-

standard-

for-

automotive

-

cybersecuri

ty-

engineerin

g

https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/cybersecurity/article/21122820/sae-international-and-iso-release-draft-of-joint-standard-for-automotive-cybersecurity-engineering


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2914

【情報収集結果】国際におけるモビリティ分野の標準化動向(2/5)

モビリティ分野関連記事詳細(39/42)

モビリティテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

モビリ
ティ

国際/
英国

4-O2 Eスクーター
はサイクリ
ングと同等
に安全だが、
規制が必要、
とレポートに
て言及

2月19日 電動スクーターはモビリティの急成長に伴い、英国政府は今後数週間
以内に電動スクーターの使用に関する協議を開始

 背景：
 英国では違法にもかかわらず、電子スクーターの使用が増加

 英国王立視覚障害者協会は、英国の視覚障害者や一部の視覚障
害者の声が聞こえないため、英国でのスクーターの合法化を特に
懸念

 安全性とマイクロモビリティに関する国際輸送フォーラム(ITF)が研究
を実施

 (参考)国際輸送フォーラム(ITF)の発表内容：
 電子スクーターは、自転車と比べ道路交通における死亡・負傷のリス
クが変わらないことを発表

 政策立案者と都市計画者が電子スクーターを使用するためのローカ
ルスペースを設計する際に考慮すべき10の推奨事項と、車両のオペ
レーターとメーカーに対し意見を表明

Evening

Standard

https //ww

w standard

co uk/tech/

escooters-

safety-

regulation-

internation

al-

transport-

forum-

a4364686.

html

再掲

https://www.standard.co.uk/tech/escooters-safety-regulation-international-transport-forum-a4364686.html
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モビリ
ティ

国際 4-O3 信頼可能な
モバイル
運転免許証
の新しい
基準

2月20日 IEC Blogがモバイル運転免許証(mDL)アプリケーション標準(ISO / IEC 

18013-5)の策定作業について紹介
 規格名称：

 ISO / IEC 18013-5：Personal identification — ISO-compliant 

driving licence — Part 5: Mobile driving licence (mDL) application

 策定機関：
 ISO/IEC JTC 1/SC 17：Cards and security devices for personal 

identification

 ISO / IEC 18013-5の他に、機械で読み取り可能なパスポート
やビザ、銀行カード等の国際標準を開発。アイテムのデータ要
素、寸法、テストなどの側面を保証し、温度または表面に対す
る歪みへの耐性について規定

 策定スケジュール：
 2020年に完成予定

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/new-

standard-

for-

trustworthy

-mobile-

driving-

licences/

https://blog.iec.ch/2020/02/new-standard-for-trustworthy-mobile-driving-licences/
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モビリ
ティ

国際 4-O4 RFIDデバイ
スの国際標
準シリーズ

2月21日 IEC BlogがRFIDデバイスの国際標準であるISO / IEC 18000シリーズに
ついて紹介
 ISO / IEC 18000シリーズは、エアインターフェイス通信のパラメーターを対象とし
ており、読み取り機とタグの間の接続を可能な限り効率的にするように設計

 ISO / IEC 18000シリーズ名称：
 Information technology — Radio frequency identification for item 

management

 策定機関：
 ISO / IEC JTC 1 SC 31： Automatic identification and data capture 

techniques

 RFIDタグの活用例：
 タイヤ内のRFIDタグにより、規制当局、税関等はタイヤが国で使用が
許可されているかどうか、使用形態等の情報を提供可能

 国際航空運送協会(IATA)は2019年、RFID荷物追跡をグローバルに
展開すると発表。今後RFIDを備えたバーコード付きバッグタグへの
移行予定

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/intern

ational-

standards-

series-for-

rfid-

devices/

https://blog.iec.ch/2020/02/international-standards-series-for-rfid-devices/
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モビリ
ティ

国際 4-O5 ドライバーエ
クスペリエン
スの変革：
インテリジェ
ントカーの
ボンネットの
下にあるコ
ネクテッドテ
クノロジー

2月25日 ITUは、Tata Communicationsとマイクロソフトが協力し新規コネク
テッドカーサービスを開発中であることを紹介

 新規コネクテッドカーサービス概要：
 Tata Communications MOVE™のIoT接続及びネットワークインテリ
ジェンス機能とMicrosoft Connected Vehicle Platformを組み合わせ、
開発

 製造業者、ディーラー、保険会社等、コネクテッドカーに関連するオペ
レーターが新しい付加価値サービスをより迅速かつ費用対効果の高
い方法で市場に投入し、世界中のドライバーに信頼性の高い一貫した
ユーザーエクスペリエンスを提供可能

ITU News
https //new

s itu int/tra

nsforming-

the-driver-

experience

-the-

connected-

technology

-under-the-

hood-of-

intelligent-

cars/

4-O6 水素貯蔵の
重要な
新基準

2月26日 IECは水素社会の構築に貢献する規格策定に関する取り組みについて
紹介

 策定機関：
• IEC/TC 105：Fuel cell technologies

 策定規格：
 IEC 62282-8-201:2020 : Fuel cell technologies - Part 8-201: 

Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode 

- Test procedures for the performance of power-to-power 

systems

 リバースモードで燃料電池を使用するエネルギー貯蔵システム
の堅牢で完全な性能規格

 本規格により、利害関係者は既存のシステムを選択して比較可
能

(参考)：IEA(International Energy Agency)はレポートThe Future of Hydrogen
を発行し、水素の現状を分析し、将来の開発に関するガイダンスを提供
(2019年6月)

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/key-

new-

standard-

for-

hydrogen-

storage/

https://news.itu.int/transforming-the-driver-experience-the-connected-technology-under-the-hood-of-intelligent-cars/
https://blog.iec.ch/2020/02/key-new-standard-for-hydrogen-storage/
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資源
循環

欧州 5-E1 EU、森と森
林地帯に関
する知識を
改善するた
めに新しい
森林情報
システムを
開始

2月5日 欧州環境庁と欧州委員会は、欧州の知識のハブとなることを目指す
新しい森林情報システム(FISE)を開始
 ベルギーのブリュッセルで開催された生物多様性と気候に関する森林に関する
国際会議にて開始(2月4日〜5日)

 システム概要：
 国、EU及び国際的な政策立案者、森林産業に携わる専門家、森林所
有者、環境保護論者、科学者及び研究者を含む主要ユーザーに、
情報を提供

 EEA加盟国を含むヨーロッパ全域及び西バルカン地域の6つの協力
国から収集、分析、利用可能

 データは、EEA加盟国を含むヨーロッパ全域及び西バルカン地域の6
つの協力国から収集、分析、利用可能

欧州環境庁
(EEA)

https //ww

w eea euro

pa.eu/highl

ights/eu-

launches-

new-forest-

information

https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-launches-new-forest-information
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資源
循環

ドイツ 5-E2 BMZ Group
とVDE 

Renewable

sは、バッテ
リーテクノロ
ジーの分野
で戦略的
パートナー
シップを
形成

2月6日 BMZ GroupとVDE Renewables GmbHが、バッテリーテクノロジー
分野を扱うヨーロッパのネットワークプラットフォームを促進するための
戦略的パートナーシップを結んだことを発表

 目的：
 業界内での国際交流を促進及び強化

 パートナーシップ概要：
 幅広い会議プログラムのさらなる発展
 VDEは、エネルギー貯蔵システムのバンカビリティ、リサイクル、サイ
バーセキュリティなどの新しいトピックを2020プログラムに統合を模索

 VDE Renewables概要：
 VDE RenewablesはVDEの下部組織であり、特に再生可能エネル
ギーの生成と貯蔵に関連するトピックがスコープ

 (参考)VDEはは、BMZグループが組織し電池に関連するトピックを促
進国際的に設立されたバッテリー専門家フォーラムに加盟

VDE
https //ww

w.vde.com/

de/presse/

pressemitt

eilungen/b

mz-group-

und-vde-

renewable

s-

strategisch

e-

partnersch

aft

欧州 5-E3 スマートフォ
ンを修理す
る権利を得
るための戦
いにご参加
ください：
請願書に
署名してくだ
さい！

2月7日 ECOSは、製造業者に最小限の設計要件を導入することで、人々に
スマートフォンを修理する権利を与えるよう欧州連合に求める請願を共同
で開始
 Right to Repairキャンペーンのパートナーと協力し請願

 欧州連合に対しメーカーへ以下のことを要求するべきであると主張：
 デバイスを破損することなく簡単に分解できるスマートフォンを設計
 すべての修理業者と消費者がスペアパーツを利用可能
 修理マニュアルと携帯電話の修理方法に関する情報を提供
 製品の寿命を延ばすために、長期的なセキュリティ更新にコミット

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/join-us-

in-the-fight-

for-your-

right-to-

repair-sign-

our-

petition/

再掲

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/bmz-group-und-vde-renewables-strategische-partnerschaft
https://ecostandard.org/news_events/join-us-in-the-fight-for-your-right-to-repair-sign-our-petition/
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資源
循環

デン
マーク

5-E4 【デンマー
ク】国会、使
い捨てレジ
袋禁止法案
可決。その
他の袋も
有料化。
2021年1月
1日施行

2月14日 Sustainable Japanはデンマーク国会にて使い捨てビニール袋(レジ袋)
を削減し、再利用を促す改正環境保護法案を賛成多数で可決し成立した
ことを紹介(1月23日)
 薄い通常のレジ袋の提供・販売を全面的に禁止することを規定

 施行日
 2021年1月1日

Sustainable 

Japan

https //sust

ainablejap

an.jp/2020/

02/14/den

mark-

single-

use/46437

ドイツ 5-E5 政府は返品
の廃棄を
防ぐために
草案を採用

2月17日 連邦内閣はオンライン小売で返品の廃棄を防止することを目的とした
法案を可決(2月12日)

 目的：
 ドイツの国内法にEU廃棄物枠組み指令を正式に導入

 法案名称：
 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Abfallrahmenrichtlinie derEuropäischen Union

 主な規定内容：
 返品された商品の破棄に関する計画的な変更を、リサイクル経済法
に基づき実施

 販売業者と製造業者に、より注意を払い修理可能な製品を製造し、い
わゆる注意義務を通じて返品を確実にリサイクルすることを義務付け

 具体的な義務にてついては明確でなく、連邦政府が開発中の規制を
通じ指定予定

Händlerbund

連邦環境・
自然保護・
原子力安全省
(BMU)

https //ww

w haendler

bund.de/de

/news/aktu

elles/intere

ssenvertret

ung/3264-

entwurf-

verhinderu

ng-

retourenver

nichtung

https //ww

w bmu.de/fi

leadmin/Da

ten BMU/

Download

PDF/Glaes

erne Gese

tze/19. Lp/

krwg entw

urf/Entwurf/

krwg novel

le refe.pdf

https://sustainablejapan.jp/2020/02/14/denmark-single-use/46437
https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3264-entwurf-verhinderung-retourenvernichtung
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/krwg_entwurf/Entwurf/krwg_novelle_refe.pdf
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資源
循環

欧州 5-E6 EUは「グ
リーンで気
候に中立
な」ヨーロッ
パを促進す
るために
1億ユーロ
以上を投資

2月18日 Circular.は、欧州委員会が環境及び気候変動対策のためのLIFE
プログラムに基づく最新プロジェクトへの1億120万ユーロの投資を発表し
たと報道
 資金は、9つの加盟国で10の大規模な環境及び気候プロジェクトを支援し、欧州
の持続可能な経済と気候中立性への移行を支援

 LIFEプログラム概要：
 環境と気候アクションのためのEUの資金調達手段として設置
 1992年より運営されており、EU及び第三国で5,400以上のプロジェク
トに協調融資を実施

 2014〜2020年の予算は、34億ユーロに設定

Circular.
https //ww

w circularo

nline co uk/

news/eu-

invests-

more-than-

e100m-to-

promote-a-

green-and-

climate-

neutral-

europe/

5-E7 EUは二酸
化チタンに
関する公式
規制を発表

2月18日 欧州連合は、二酸化チタン吸入による発がん性物質の疑いのある物質を
分類するための公式の委任規則を発表

 規制内容：
 1％を超える酸化チタンを含むすべての混合物に対しラベル修正を
要求

 液体の塗料とインクの場合、噴霧および呼吸可能な液滴に対して
警告する警告文を適用することが義務付け

 適用時期：
 2021年9月に適用予定

 ステークホルダの反応：
 欧州のコーティング業界はこの決定を批判。 European Council of 

manufacturers of paint, printing ink and artist colours (CEPE)は、
本規則が他の粉末物質に対し危険な先例になると警告

EUROPEAN-

COATINGS

https //ww

w europea

n-

coatings.co

m/Markets-

companies/

Raw-

materials-

market/EU-

publishes-

official-

regulation-

on-

titanium-

dioxide

再掲

再掲

https://www.circularonline.co.uk/news/eu-invests-more-than-e100m-to-promote-a-green-and-climate-neutral-europe/
https://www.european-coatings.com/Markets-companies/Raw-materials-market/EU-publishes-official-regulation-on-titanium-dioxide
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資源
循環

欧州 5-E8 専門家募集
–循環経済
とプラスチッ
ク

2月18日 ECOSは、標準の開発における環境への関心を代表して擁護するために、
循環経済とプラスチック分野の専門家を募集(2月28日 締切)

 専門家のタスク：
 ECOSの地位を促進するため、ISO/TC 323(Circular Economy)で関
連する技術会議に参加

 公式のコメントとポジションペーパーを通じ技術的な意見を準備
 関連するECOSプログラムマネージャーへの報告と連絡
 リクエストに応じ、ECOSメンバー組織や他の専門家と情報を交換

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/call-for-

experts-

circular-

economy-

plastics/

5-E9 新しいファク
トシート–水
素に関する
当社の研究
をご覧くださ
い！

2月18日 ECOSは水素に関するファクトシート「SPOTLIGHT ON HYDROGEN」
を発行

 ファクトシート記載内容(抜粋)：
 水素は再生可能エネルギー、エネルギー効率、柔軟性の手段を補完
し、電化が難しく、再生可能エネルギーの長期エネルギー貯蔵として
役立つセクターを脱炭素化に貢献していることに言及

 ECOSの役割として、下記に言及
 欧州委員会が欧州の標準化機関に、EUの気候目標を完全に
サポートする標準の開発を依頼国際及び欧州基準が、科学に
基づいた用語と堅牢な認証スキームシステムにより、水素のク
リーンで再生可能なオプションをサポートしていることを確認

 欧州委員会が欧州の標準化機関に、EUの気候目標を完全に
サポートする標準の開発を依頼するよう依頼

 野心的なEUの気候目標が、水素生産または天然ガスとの混合
による化石エネルギー源の使用によって損なわれないよう監視

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/new-

factsheet-

discover-

our-work-

on-

hydrogen/

再掲

https://ecostandard.org/news_events/call-for-experts-circular-economy-plastics/
https://ecostandard.org/news_events/new-factsheet-discover-our-work-on-hydrogen/
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欧州 5-E10 【EU】欧州
NGO、企業
の非財務情
報開示が不
十分と警鐘。
サステナブ
ルファイナン
スを阻害

2月19日 欧州複数NGOのイニシアチブが、EU非財務情報開示指令(NFRD)要件
に従い、企業が開示した環境・社会リスク及びパフォーマンスの動向を
分析した結果を発表(2月17日)
 企業情報開示の質や比較可能性が乏しいと指摘。投資家のサステナブルファイ
ナンスの拡大を妨げているとして警鐘

Sustainable 

Japan

https //sust

ainablejap

an.jp/2020/

02/19/sust

ainability-

reporting-

issues/465

75

英国 5-E11 英国政府が
洋上風力グ
リーン水素
プロジェクト
に資金を
提供

2月19日 ビジネス・エネルギー・産業戦略省の再生可能水素プロジェクトである
Gigastackの次のフェーズに、750万ポンド(980万米ドル)の資金を提供

 Gigastackプロジェクト主導機関：
 ITM Power、Ørsted、Phillips 66 Limited、Element Energy

 プロジェクト目的：
 産業規模の再生可能な水素システムの実際のアプリケーションに関
する規制、商業、技術的な課題を特定し明確化

 プロジェクト内容：
 洋上風力から生成される再生可能な水素が、英国の2050年の温室
効果ガス排出ゼロ目標をどのように支援可能か明示

 浮体式洋上風力タービンで海水からの緑色水素の生産を予測するド
ルフィンプロジェクトにも関連

 スケジュール：
 2019年に第一フェーズが終了。第2フェーズの一環として、ITM 

Powerは、次世代の電解槽スタックと、大規模で低コストのスタックの
大量生産に必要な半自動製造機を設置し試用

riviera
https //ww

w rivieram

m.com/new

s-content-

hub/news-

content-

hub/uk-

governmen

t-funds-

green-

hydrogen-

project-at-

hornsea-

two-

offshore-

windfarm-

58115

再掲

https://sustainablejapan.jp/2020/02/19/sustainability-reporting-issues/46575
https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/uk-government-funds-green-hydrogen-project-at-hornsea-two-offshore-windfarm-58115
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欧州 5-E12 欧州海運業
界は、EUグ
リーンディー
ルに関する
ポジション
ペーパーを
発行

2月20日 欧州海運週間に合わせ、ECSA(欧州共同体船主協会)は欧州委員会が
提案したEUグリーンディールに対応しポジションペーパーを発表

 ポジションペーパー概要：
 気候変動との闘いにおいて主導権を握るというEUの野心を歓迎し支
持

 EU Green Dealに直接対応して、業界はEUが海運業界と一緒にでき
る8つのポイントを規定

1. 国際規制プロセスで主導権を握る
2. 道路及び空からフェリーへの輸送及びモーダル海運へのモー
ダルシフトのインセンティブ–野心的な戦略の必要性

3. 研究開発– EUを低炭素及びゼロカーボン技術のトップランナー
として確立

4. ポート呼び出しの最適化
5. 代替燃料のショアパワーとインフラ
6. フェリーの電化のためのグリーンファイナンスプログラムを確立
7. 再生可能エネルギーのオフショアポテンシャルを使用
8. デジタル化

Hellenic 

Shipping 

News 

Worldwide

https //ww

w hellenics

hippingnew

s com/the-

european-

shipping-

industry-

publishes-

position-

paper-on-

the-eu-

green-deal/

https://www.hellenicshippingnews.com/the-european-shipping-industry-publishes-position-paper-on-the-eu-green-deal/
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欧州 5-E13 産業と投資
に関する対
話を促進す
る新しい
欧州議会間
グループ

2月20日 Orgalimが新しい欧州議会インターグループ「持続可能な、長期投資と
競争力のある欧州産業」の正式な立ち上げを発表(2月13日)

 新規欧州議会インターグループ概要：
 欧州議会と利害関係者との間の交換のためのプラットフォームとして
設立

 EUが今後数年間でこの可能性をどのように活用可能かを議論予定
 Orgalimの役割：

 OrgalimとCECE(建設機械メーカーを代表)は、この新規グループを
形成する上で重要な役割を果たし、他の利害関係者とともに事務局
の作業を実行

 EUの政策決定の中心に産業革新と技術的リーダーシップを維持が
目的

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/news/ne

w-

european-

parliament-

intergroup-

promote-

dialogue-

industry-

and-

investment

欧州/
米国

5-E14 米国、EUが
金融規制の
動向につい
て議論

2月21日 米国財務省は、米国-EU金融規制フォーラムに関する共同声明を発表
(2月11日~12日@ワシントンD.C)
 フォーラムのトピックは、5つの主要テーマに焦点

1. デリバティブおよび中央清算の分野における国境を越えた活動の
監督と規制

2. レバレッジドローンや担保付ローン債務などの金融資産クラス、及び
ロンドン銀行間提供レートなどの参照レートの両方に関し、市場の動
向を監視することの重要性

3. 銀行及び保険における国際基準の実施
4. フィンテック/デジタルファイナンスが提示する規制上の問題
5. 持続可能な金融に関するEU規制

BUCKLEY
https //buck

leyfirm.com

/blog/2020-

02-21/us-

eu-discuss-

financial-

regulatory-

developme

nts#page=

1

再掲

https://www.orgalim.eu/news/new-european-parliament-intergroup-promote-dialogue-industry-and-investment
https://buckleyfirm.com/blog/2020-02-21/us-eu-discuss-financial-regulatory-developments#page=1
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欧州 5-E15 新しいファク
トシート–プ
ラスチック
ペレットに関
する当社の
成果をご覧
ください！

2月24日 ECOSはプラスチックペレットの流出を防ぐためのECOSの役割について
記述したレポートを発出

 背景:

 EUにおいて毎年16万7千トンのプラスチックペレットが発生し、マイク
ロプラスチック汚染の大きな原因となることが指摘

 ペレットは、海洋動物によって食物と間違われることが多く、環境、特
に海洋生物にとって大きな問題に

 ECOSの役割：
 プラスチックの使用を削減し、「プラスチックの再考同盟」の一環として、
すべてのプラスチック汚染への取り組み実施

 ペレットの流出問題に政治的、政策的解決策を入れ込み、「ペレットを
取り扱うすべてのビジネスに封じ込め対策の優先順位を付け、流出を
公に報告し、流出したものを清掃し、バリューチェーンの透明化へ貢
献

 ペレットの流出防止、また関連する自主的な取り組みの基準が信頼
可能であることを確認し、信頼可能な監査メカニズムを設定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/new-

factsheet-

discover-

our-work-

on-plastic-

pellets/

https //ecos

tandard.org

/wp-

content/upl

oads/2020/

02/ECOS-

FACTSHE

ET-

PELLETS.

pdf

https://ecostandard.org/news_events/new-factsheet-discover-our-work-on-plastic-pellets/
https://ecostandard.org/wp-content/uploads/2020/02/ECOS-FACTSHEET-PELLETS.pdf
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欧州 5-E16 将来のEU-

UKパート
ナーシップ：
交渉指令に
関する質問
と回答

2月25日 欧州委員会は、英国のEU離脱に伴う交渉指令(negotiating directives)
を採択したことを発表し、関連する主要な質問への回答を発表
 当指令は2020年2月3日に欧州委員会が提出した勧告草案に基づき、欧州委員
会の既存のガイドラインと結論、また2019年10月にEUと英国の間で合意された
政治宣言を尊重した内容

 回答内容(抜粋)：
 エネルギー分野：EUは英国との協力を想定。炭素価格設定(排出権
取引システム– ETS)と国家援助に関する規定は、いずれもエネル
ギーに関する将来の協力の前提条件となる予定

 規則と基準の相互承認：移行期間の終了後、EUと英国は個別の市場
と法的規則を形成。物品に関する将来の経済的パートナーシップは、
可能な限り貿易の促進を目指すが、EU加盟国間の様に摩擦のない
貿易条件については再現不可。相互承認については、そのエコシステ
ムの参加者間でのみ許可

 気候変動：想定されるパートナーシップの重要な要素として追加し討
議予定

 今後のスケジュール：
 英国との正式な交渉は、2020年3月2日週に開始予定

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/

qanda 20

326

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_326
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フラン
ス

5-E17 フランス、
廃棄物対策、
循環経済法
を発表

2月25日 Waste360は、フランス国会がサーキュラーエコノミーを推進するため、
廃棄物を大幅に規制する法律を可決(1月30日)、公布(2月10日)したこと
を発表
 2025年までに全てのプラスチックをリサイクル可能にし、今後10年間で使い捨て
プラスチックボトルの使用の50％削減を目指す

 規定内容：
 デザイナーの衣服や高級品会社による売れ残りまたは返品商品の破
壊を禁止

 薬局が特定の薬を個別の用量で販売することを奨励
 領収書と使い捨てプラスチックまで紙の使用を段階的に廃止
 生産者、輸入業者及びAmazonなどのオンライン企業を含む流通業
者に対し、健康または安全上のリスクをもたらすものを除く売れ残りの
非食料品を寄付するよう要請

 ファーストフードのレストランや持ち帰りについては、遅くとも2023年ま
でにプラスチック容器の使用を中止するよう要請

Waste360

The Guardian

https //ww

w.waste36

0.com/legis

lation-

regulation/f

rance-

announces

-anti-

waste-

circular-

economy-

law

https //amp

-

theguardia
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com cdn.a

mpproject.

org/c/s/am

p.theguardi

an.com/wo

rld/2020/ja

n/30/france

-passes-
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law-to-

stop-

unsold-

goods-

being-

thrown-

away

再掲

https://www.waste360.com/legislation-regulation/france-announces-anti-waste-circular-economy-law
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/world/2020/jan/30/france-passes-landmark-law-to-stop-unsold-goods-being-thrown-away
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ドイツ 5-E18 ゆりかごか
らゆりかご
までの会議
2020のパー
トナーとして
のDIN

2月4日 DINは循環型経済のための世界最大のプラットフォームとして、6回目の
開催となる、「ゆりかごからゆりかごまでの会議」を開催
(1月31日~2月1日@ベルリン)

 参加者：
 1,000人以上が参加

 イベント内容(抜粋)：
 ゆりかごからゆりかごまで、そして循環型経済のための世界最大のプ
ラットフォームとして、刺激的なトピックと交流とネットワーキングの為
の多数のフォーラム、講義、ワークショップを提供

 インタラクティブフォーラム「C2C＆Standards-Closing the Loop」で
は、ビジネス開発サーキュラーエコノミー責任者が、標準化の世界と
規範と標準の付加価値について洞察を提供

 標準化と循環経済の他の専門家が、規制と標準が循環経済への道を
開き、循環製品の幅広い社会的受容を達成するのにどのように役立
つかについて議論 等

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https //ww

w din de/de

/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/din-

als-partner-

beim-

cradle-to-

cradle-

congress-

2020-

703204

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/din-als-partner-beim-cradle-to-cradle-congress-2020-703204
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(機関・団体名／URL)
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米国 5-U1 プラスチック
に関する
物議を醸す
法案が提案

2月14日 米国議会上院の民主党議員らは、消費財、梱包材、プラスチック
製造業者らに廃棄物の回収や処理にかかる費用負担等を求める法案
Break Free From Plastic Pollution Act of 2020を提案

 法案概要：
 梱包容器や食品製品などの製造業者に対して、廃棄物の回収や処理
のためのプログラムの設計、運用、費用の負担を要求

 梱包材のリサイクル原料比率の大幅な向上の目標を設定
 法案成立の見通し：

 今後共和党の賛同を経て採択される可能性は低い見込み
 議員らは、地方政府らに本法案に類似した法令を制定することを呼び
かけ

Packaging 

World

https //ww

w packworl

d.com/issu

es/sustaina

bility/article

/21116253/

onerous-

break-free-

from-

plastic-

pollution-

act-of-

2020-

legislation-

proposed

https://www.packworld.com/issues/sustainability/article/21116253/onerous-break-free-from-plastic-pollution-act-of-2020-legislation-proposed
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資源
循環

米国 5-U2 再生可能燃
料規格
Green-eの
関係者コメ
ント期間が
開始

2月18日 米国の再エネ普及のための非営利団体Center for Resource 

Solutions(CRS)は、再生可能燃料の認証規格Green-e Renewable 

Fuels Standard for Canada and the United States草案へのフィード
バックを募集(4月18日まで)

 認証規格策定の目的：
 再生可能燃料が、持続可能な再生可能資源から製造され高度な環境
基準を満たしていることを確認し、消費者が検証可能な形で購入判断
を行えることを支援

 フィードバックの対象となる草案項目：
 定義
 製造過程
 製造仕様
 炭素強度
 燃料製造と使用までの期間
 施設稼働と販売開始日
 施設の場所
 バイオガス原料
 第三者検証と消費者開示要件

Green-e
https //ww

w green-

e.org/news

/stakeholde

r-comment-

period-

open-

green-e-

renewable-

fuels-

standard

https://www.green-e.org/news/stakeholder-comment-period-open-green-e-renewable-fuels-standard
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欧州/
米国

5-U3 米国、EUが
金融規制の
動向につい
て議論

2月21日 米国財務省は、米国-EU金融規制フォーラムに関する共同声明を発表

(2月11日~12日@ワシントンD.C)
 フォーラムのトピックは、5つの主要テーマに焦点

1. デリバティブおよび中央清算の分野における国境を越えた活動の監
督と規制

2. レバレッジドローンや担保付ローン債務などの金融資産クラス、及び
ロンドン銀行間提供レートなどの参照レートの両方に関し、市場の動
向を監視することの重要性

3. 銀行及び保険における国際基準の実施
4. フィンテック/デジタルファイナンスが提示する規制上の問題
5. 持続可能な金融に関するEU規制

BUCKLEY
https //buck

leyfirm.com

/blog/2020-

02-21/us-

eu-discuss-

financial-

regulatory-

developme

nts#page=

1

再掲

https://buckleyfirm.com/blog/2020-02-21/us-eu-discuss-financial-regulatory-developments#page=1
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米国 5-U4 連邦法は、
プラスチック、
リサイクル
に焦点

2月25日 米国議会上院において、プラスチックごみの削減とリサイクル促進のため
の法案Break Free from Plastic Pollution Actが提案

 背景：
 環境保護団体Greenpeaceが米国におけるプラスチックのリサイクル
率の低さを指摘する調査結果を発表

 プラスチックごみに対する世論の関心が向上
 法案概要：

 プラスチック利用の削減やリサイクルの促進のための施策を規定
 リサイクルが難しく代替可能なプラスチック製品の削減
 パッケージの製造業者の製造者責任の導入
 容器のデポジットプログラムの導入
 飲料容器の2040年までにリサイクルされた原料の利用率を80%
にする目標を設定

 途上国へのプラスチックスクラップの輸出禁止
 新たなプラスチック製造施設設立の一時停止

 プラスチック製造施設の新設立禁止などは議論を呼んでおり、今後議
会等で修正がなされる見込み

 関係団体の動向：
 プラスチック業界団体Plastics Industry Association(Plastics)

 Greenpeaceの発表は業界の雇用を標的にするものとして批判
 リサイクルインフラ改善のための法案RECOVER Actや消費者の
リサイクル教育へ補助金を出すための法案RECYCLE Actへの支
持を表明

 Association of Plastic Recyclers(APR)

 リサイクル製品への需要を増やすRecycling Demand 

Champions programを実施
 リサイクルプラスチックの認証制度を発足予定

Waste Today

Recycling 

Today

https //ww

w.wastetod

aymagazin

e.com/articl

e/industry-

update-

federal-

recycling-

legislation/

https //ww

w recycling

today.com/

article/new-

mexico-

recycling-

coalition-

support-

udall-

national-

bottle-bill-

legislation//

/

https://www.recyclingtoday.com/article/new-mexico-recycling-coalition-support-udall-national-bottle-bill-legislation/
https://www.wastetodaymagazine.com/article/industry-update-federal-recycling-legislation/
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米国 5-U5 e-Stewards
は、倫理的
な電子製品
のリサイク
ル・改修に
関する規格
を改定

2月28日 米国の環境保護団体Basel Action Network(BAN)は、電子製品の
廃棄物処理に関する代表的な認証規格e-Stewardsの第4版を発行

 第4版の概要：
 世界各国での活用を想定した設計で無料で利用可能
 データの破壊に関するNational Association of Information 

Destruction(NAID)AAA認証と環境マネジメントに関するISO 14001
認証の取得を要求

 各々施設ではなく、各国内のすべての施設に法人として適応可能
 第3.1版と比較して簡素化
 バーゼル条約やOECDの理事会決定への最近の修正といった国際
廃棄物取引法規を準拠

 環境、健康・安全規範、職場の健康、社会的説明責任、プライバシー
保護などのベストプラクティスを保持

 今後の予定：
 ガイダンス文書の第1版が4月30日までに完成予定
 第3.1版の使用業者は、2021年8月24日まで現行の規格を使用可能

Waste Today
https //ww

w.wastetod

aymagazin

e.com/articl

e/version-

four-e-

stewards-

standard-

released/

https://www.wastetodaymagazine.com/article/version-four-e-stewards-standard-released/
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シンガ
ポール

5-A1 特定のプラ
スチック廃
棄物の越境
通過を規制

2月4日 シンガポール有害廃棄物(輸出入管理)法と国家環境庁(NEA)法の改正
により、特定のプラスチック廃棄物の越境移動に関する規制を厳格化

 背景：
 昨年合意された「有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関す
るバーゼル条約」の改正

 改正内容：
 汚染、混合、またはリサイクルできないプラスチックを輸出しようとする
際、それらを受け取る国の同意が必要(以前は不要)

 国家環境庁(NEA)の権限を拡大(シンガポールに出入りする危険物や
その他の廃棄物を運ぶ疑いのある車両に対する管理・制御権限を
付与)

The Straits 

Times

https //ww

w straitstim

es.com/poli

tics/cross-

border-

passage-

of-certain-

plastic-

waste-to-

be-

regulated

マレー
シア

5-A2 Teresa Kok 
大臣がB20
バイオ
ディーゼル
プログラム
を2021年6
月に全国
展開すると
発言

2月20日 マレーシア一次産業大臣が、2021年6月にB20バイオディーゼル
プログラムを全国展開すると発言

 Teresa Kok一次産業大臣発言要旨(抜粋)：
 2020年1月にランカウイとラブアンで開始した輸送部門向けの国家

B20バイオディーゼルプログラムを2021年6月に全国に展開
 マレーシア標準局が策定した2つの国家規格は、B20バイオディーゼ
ルプログラムの実施をサポートする際の業界のガイダンスとなるだけ
でなく、消費者の信頼を高める可能性があることを説明
 MS123-4：高PMEディーゼル燃料-仕様-Euro2」
 「MS 123-5高PMEディーゼル燃料-仕様-Euro5」

 B30(30％のパームメチルエステル含有)プログラムの将来的な実施
に向け、B20以上のバイオディーゼルを使用した研究を実施し、B30
フィールドテストを開始(2020年6月予定)

malaymail
https //ww

w malayma

il.com/new

s/malaysia/

2020/02/20

/b20-

biodiesel-

programme

-to-be-

expanded-

nationwide

-in-june-

2021-says-

teresa/183

9253

https://www.straitstimes.com/politics/cross-border-passage-of-certain-plastic-waste-to-be-regulated
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/02/20/b20-biodiesel-programme-to-be-expanded-nationwide-in-june-2021-says-teresa/1839253


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2937

【情報収集結果】ASEANにおける資源循環分野の標準化動向(2/3)

資源循環分野関連記事詳細(19/25)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

ベトナ
ム

5-A3 ベトナムエ
ネルギー
計画 2.0は、
再生可能エ
ネルギーを
より強調

2月28日 ベトナムビジネスフォーラム(VBF)が国内のエネルギー資源を優先する
多様なエネルギーシステムを推奨する「Made in Vietnam Energy 

Plan(MVEP 2.0)」の第2版を発表
 ベトナムビジネスフォーラム概要：

 政府とベトナムのビジネスコミュニティ間のハイレベルの政策対話で、
15の国内外ビジネス団体が参加

 レポート概要：
 レポートは、2月11日に政治局が発表した2045年を見据えた30年ま
での国家エネルギー開発戦略の方針に関する決議55号(55-NQ/TW)
に沿って検討

 国家電力計画によって再生可能エネルギーを優先し、現在の最適な
再生可能エネルギーのベースロードとしての天然ガスの使用を増加さ
せ、クリーンエネルギーへの投資を引き付ける規制・認可環境を構築
することを推奨

 再生可能エネルギーへの投資を促進させる主要政策と規制の枠組み
及びインセンティブの実施を提案

Viet Nam 

News

https //vietn

amnews.vn

/economy/

652826/vie

t-nam-

energy-

plan-20-

makes-

stronger-

case-for-

renewable-

energy.htm

l

https://vietnamnews.vn/economy/652826/viet-nam-energy-plan-20-makes-stronger-case-for-renewable-energy.html
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マレー
シア

5-A4 温室効果ガ
ス(GHG)排
出量の削減
に向けて：
B20バイオ
ディーゼル
燃料プログ
ラムをサ
ポートする
ために策定
された2つの
新規格

2月 マレーシア標準局(JSM)が国家規格「MS123-4：高PMEディーゼル燃料-
仕様-Euro2」及び「MS 123-5高PMEディーゼル燃料-仕様-Euro5」を
策定(1月28日)

 規格概要：
 高パームメチルエステル(PME)ディーゼル燃料の要件に関するガイダ
ンスとレファレンスを提供

 2030年までに温室効果ガス(GHG)排出強度を2005年比で45％削減
するという政府目標に沿って策定され、2020年初頭に開始された輸
送分野におけるクリーンで健全な環境を目指すB20バイオディーゼル
(20％のパームメチルエステルと80％の石油ディーゼルの混合)プロ
グラムをサポート

マレーシア
標準局(JSM)

http //www.

jsm gov.my

/document

s/10180/34

20495/Pres

s+Release

B20 F N

AL+DRAFT

+Standard

s+Malaysia

%287%29

%20%281

%29 pdf/a7

ac9614-

c6f7-4b61-

b5ab-

f7551a38b

241

http://www.jsm.gov.my/documents/10180/3420495/Press+Release_B20_FINAL+DRAFT+Standards+Malaysia%287%29%20%281%29.pdf/a7ac9614-c6f7-4b61-b5ab-f7551a38b241
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国際 5-O1 【国際】
UNEPと
IUCN、生態
系に基づく
適応で国際
ファンド設定。
ドイツ政府
が70億円資
金拠出表明

2月4日 国連環境計画(UNEP)と国際環境NGO国際自然保護連合(ICUN)は、
生態系に基づく適応(EbA)のための国際ファンドを設定したと発表
(1月21日)

 背景：
 2010年以来、UNEPとIUCNは、生態系に基づく適応(EbA)プロジェク
トを80件以上実施

 EbAは、適応グローバル委員会(GCA)が進める8つのアクション・ト
ラックからも重要性が指摘されており、今回UNEPが具体的アクション
として組成

 ファンドによる実行内容：
 ドイツ連邦環境省は、国際機構イニシアチブ(IKI)を通じ、6,000万ユー
ロ(約72億円)の資金拠出を申し出

 今後5年間、生態系マネジメントを通じ、人間社会の気候変動適応力
の向上に従事予定

Sustainable 

Japan

https //sust

ainablejap

an.jp/2020/

02/02/glob

al-fund-for-

ecosystem-

based-

adaptation/

46059

https://sustainablejapan.jp/2020/02/02/global-fund-for-ecosystem-based-adaptation/46059
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国際 5-O2 新しい国際
基準で建物
の二酸化炭
素排出量を
削減

2月13日 ISOは建築分野の持続可能性に貢献しうる新規規格ISO 20887について
紹介

 規格名称：
 ISO 20887:Sustainability in buildings and civil engineering works 

– Design for disassembly and adaptability – Principles, 

requirements and guidance

 規格の利用により期待される効果：
 建物の最適な利用による二酸化炭素排出量の削減
 長寿命化と資源のより良い使用によるコストの削減
 埋め立て地における廃棄物の削減

 貢献しうるSDGs：
 目標11：住み続けられる街づくりを

 策定機関：
 ISO / TC 59(建築及び土木工) 

 SC 17(建物及び土木工事の持続可能性)

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref248

0.html再掲

https://www.iso.org/news/ref2480.html
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資源循環分野関連記事詳細(23/25)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際/
日本

5-O3 「持続可能
な社会を実
現する3つ
の社会シス
テム」のシン
ボルマーク
を制定し、
技術開発総
合指針を策
定

2月19日 NEDOは、「持続可能な社会を実現する3つの社会システム」として、
サーキュラーエコノミー、バイオエコノミー、持続可能なエネルギーを表現
したシンボルマークを制定したと発表
 サーキュラーエコノミー、バイオエコノミー、持続可能なエネルギーの3つの社会シ
ステムを「持続可能な社会を実現する3つの社会システム」と定義

 シンボルマーク概要：
 これら3つの重要な社会システムが、持続可能な社会の実現に向て、
互いに関連・影響し合い、最適な調和が図られている状態を、ブルー、
グリーン、オレンジの3つの重なり合う矢印の円で表現

 (参考)「持続可能な社会の実現に向けた技術開発総合指針2020(NEDO
総合指針)」：
 3つの社会システムの一体的で有機的な推進を実現し、気候変動問
題の解決に向けた技術開発の在り方や目指すべき方向性などを記載

NEDO
https //ww

w nedo.go.j

p/news/pre

ss/AA5 10

1286.html

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101286.html
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資源循環分野関連記事詳細(24/25)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際 5-O4 水素貯蔵の
重要な
新基準

2月26日 IECは水素社会の構築に貢献する規格策定に関する取り組みについて
紹介

 策定機関：
 IEC/TC 105：Fuel cell technologies

 策定規格：
 IEC 62282-8-201:2020 : Fuel cell technologies - Part 8-201: 

Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode 

- Test procedures for the performance of power-to-power 

systems

 リバースモードで燃料電池を使用するエネルギー貯蔵システム
の堅牢で完全な性能規格

 本規格により、利害関係者は既存のシステムを選択して比較可
能

 (参考)：IEA(International Energy Agency)はレポートThe Future of 

Hydrogenを発行し、水素の現状を分析し、将来の開発に関するガイダン
スを提供(2019年6月)

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/key-

new-

standard-

for-

hydrogen-

storage/

再掲

https://blog.iec.ch/2020/02/key-new-standard-for-hydrogen-storage/
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資源循環分野関連記事詳細(25/25)

資源循環テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

資源
循環

国際 5-O5 IECアカデ
ミーウェビ
ナーは、
循環経済の
概要と標準
の役割を
提供

2月19日 IEC Blogは、循環経済と物質効率に係る標準化動向についてのIEC
ウェビナーを開催し、240人以上が参加したと発表
 循環経済と物質効率の主要な原則と用語の概要と、それらが標準化にどのよう
に影響しているかを説明

 ウェビナーにおける環境問題に関するIEC諮問委員会(ACEA)の議長の発
言(抜粋)：
 製品の長寿命化に伴い、製品の安全性、性能、信頼性を確保するた
めの基準が必要になると指摘

 材料の効率性は、製品内での材料の効率的な使用を確保し、材料を
可能な限り長く使用することにより、天然資源の消費を削減すべきで
あると説明

 製品設計に材料効率を導入するための要件を包含する新しい基準
(円形の既製設計など)が必要であると指摘

 ウェビナーにおけるACEA TFのリーダーの発言(抜粋)：
 循環経済と物質効率に関連する用語と定義の調和した使用を提供す
るためにIEV(International Electrotechnical Vocabulary)標準が
必要であると指摘

 専門家に、IEC/TC 1(Terminology)の下で上記用語を開発するため
に設立される共同作業グループに参加するよう要求

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/iec-

webinar-

provides-

overview-

of-circular-

economy-

and-the-

role-of-

standards/

再掲

https://blog.iec.ch/2020/02/iec-webinar-provides-overview-of-circular-economy-and-the-role-of-standards/
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テーマ別情報一覧

2月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(1/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E1 LamA-接続 2月3日 DKE/VDEがBMWiの「Clean Air」プログラムの一環としての連邦プロ
ジェクト「LamA-connect」を紹介

 LamA-connect概要：
 連邦経済エネルギー省によって開始された資金調達プロジェクト

 背景：
 インテリジェント測定システム(iMsys)の全国的な展開を背景に、本充
電インフラストラクチャを基盤として、BSI準拠のスマートメーターゲー
トウェイ(SMGW)を使用し充電インフラストラクチャを制御し、法的要
件に従って充電プロセスを調整する必要有

 SMGWは、本来の機能に加えBMWi及びBSI標準化ロードマップに従
うことで、電気自動車の分野で他のアプリケーションにも応用可能

 実施機関：
 ドイツ航空宇宙センター(DLR)

 実施期間：
 2020年1月1日~2022年9月30日

 期待されるプロジェクトの効果：
 SMGWをアーキテクチャ全体に統合することにより、流通ネットワーク
での課金プロセスの制御、請求及び管理の分野横断的なデジタル化
に向けたBSI標準のさらなる開発

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/cybers

ecurity/lam

a-connect

再掲

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/cybersecurity/lama-connect
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(2/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

英国 6-E2 イギリスは
自動車産業
が化石燃料
を捨てるた
めに15年間
を許容

2月4日 CNNは英国政府がガソリン車とディーゼル車、2035年に販売を禁止に
すると発表したことを紹介
 当初の2040年の販売禁止から5年前倒しされ、販売禁止には初めてハイブリッド
車(HV)も対象に

 目的：
 気候変動への取り組み
 英国が掲げる2050年までに温室効果ガスの排出量を実質的にゼロと
する目標の実現

 懸念事項：
 Brexitのサプライチェーンと輸出への影響に関する不確実性を考慮し
て、他国と競争可能か懸念有

CNN Business
https //editi

on.cnn co

m/2020/02/

04/busines

s/petrol-

and-diesel-

ban-

uk/index.ht

ml

再掲

https://edition.cnn.com/2020/02/04/business/petrol-and-diesel-ban-uk/index.html
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(3/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E3 環境NGO
は、EU機関
に対し、
化石燃料を
使用しない
統合政策を
採用するよ
う要請

2月4日 化石燃料の支援を将来の統合政策の資金から除外することを目的に、

WWF、CAN Europe、CEEが率いる環境NGOは欧州の機関に公開
書簡を提出しており、ECOSも共同署名を実施

 要請内容：
 化石燃料投資をEUの資金調達から除外
 EUの結束政策のすべてのプログラミング、実装及び監視に、すべて
の関連する利害関係者を関与

 EUのすべての資金調達プログラム及びプロジェクトについて、気候目
標をサポートする戦略への組み込み

 統合政策の資金調達目的：
 EUの各地域、特に中央及び東ヨーロッパにおける域内の不均衡の低
減

 今後の動き：
 化石燃料が統合政策に含まれるか否かについては、今後数週間に亘
り議論実施予定

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/environ

mental-

ngos-urge-

the-eu-

institutions-

to-adopt-a-

fossil-fuel-

free-

cohesion-

policy/

https://ecostandard.org/news_events/environmental-ngos-urge-the-eu-institutions-to-adopt-a-fossil-fuel-free-cohesion-policy/
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(4/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E4 BMZ Group
とVDE 

Renewable

sは、バッテ
リーテクノロ
ジーの分野
で戦略的
パートナー
シップを
形成

2月6日 BMZ GroupとVDE Renewables GmbHが、バッテリーテクノロジー
分野を扱うヨーロッパのネットワークプラットフォームを促進するための
戦略的パートナーシップを結んだことを発表

 目的：
 業界内での国際交流を促進及び強化

 パートナーシップ概要：
 幅広い会議プログラムのさらなる発展
 VDEは、エネルギー貯蔵システムのバンカビリティ、リサイクル、サイ
バーセキュリティなどの新しいトピックを2020プログラムに統合を模索

 VDE Renewables概要：
 VDE RenewablesはVDEの下部組織であり、特に再生可能エネル
ギーの生成と貯蔵に関連するトピックがスコープ

 (参考)VDEはは、BMZグループが組織し電池に関連するトピックを促
進国際的に設立されたバッテリー専門家フォーラムに加盟

VDE
https //ww

w.vde.com/

de/presse/

pressemitt

eilungen/b

mz-group-

und-vde-

renewable

s-

strategisch

e-

partnersch

aft

再掲

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/bmz-group-und-vde-renewables-strategische-partnerschaft
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(5/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ノル
ウェー

6-E5 ノルウェー
は2030年の
気候目標
55％に向け
て、少なくと
も50％に引
き上げ

2月7日 ノルウェー政府はパリ協定に基づき提出している自主的削減目標(NDCs)
を引き上げ、気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に公式に
提出

 背景：
 パリ協定に基づき、各国は5年毎に新規または更新されたNDCを提
出する必要有

 ノルウェーはEUの合意に倣い2030年までに1990年と比較し40%削
減を目標として設定

 その後、EUが欧州グリーンディール政策の中で、2030年までに1990
年比50%、可能であれば55%削減を表明したことに整合

 目標内容：
 2030年までにと比較し1990年50%可能であれば55%削減として設定

 但し、EUが予想に反し目標を引き上げなかった場合、ノルウェー
政府の目標引き上げ分は、パリ協定第6条下でEU域外での自発
的協力にアクセスできることが前提

ノルウェー政府
https //ww

w regjering

en.no/en/a

ktuelt/norg

e-

forsterker-

klimamalet-

for-2030-til-

minst-50-

prosent-og-

opp-mot-

55-

prosent/id2

689679/

英国 6-E6 ロンドン初
のブレグ
ジット、気候
変動に対す
るレジリエン
ス戦略計画

2月10日 ロンドン市長は、気候変動やブレグジットの経済的影響を含む長期的な
脅威に対する都市の準備を組織するための都市初の回復力戦略を発表

 戦略概要：
 100のレジリエント都市プロジェクト(100RC)の下で開発
 特に英国の欧州連合からの離脱による供給と経済の変化の中で、
食料の安全を確保するための方法を記載

 熱波と水不足に特に注意を払い、応急処置訓練と応急処置者間の
調整を強化し、サイバー攻撃と物理的テロ攻撃に備えるための手順を
記載

SMARTCITIE

S DIVE

https //ww

w smartciti

esdive.com

/news/lond

on-

resilience-

plan-

climate-

change-

brexit/5719

58/

再掲

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/
https://www.smartcitiesdive.com/news/london-resilience-plan-climate-change-brexit/571958/
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(6/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E7 インテリジェ
ントな測定
システムの
開始-包括
的な通信プ
ラットフォー
ムのマイル
ストーン

2月14日 VDEは連邦情報セキュリティ局(BSI)が提示したインテリジェント測定
システムの「市場宣言」を支援していることを紹介
 宣言はエネルギー移行のための包括的な通信プラットフォームにとって重要なマ
イルストーンとして紹介

 現在年間消費電力が6,000〜100,000キロワット時の顧客向けのイン
テリジェントな測定システムの必須インストールを開始

 今後の取り組み分野：
 分散型発電プラントの増加、電動モビリティやヒートポンプなどのエネ
ルギーシステム等を予定

 VDE | FNNは、実用的なテストを通じ連邦経済エネルギー省が提示し
た「エネルギー遷移のさらなるデジタル化のためのロードマップ」に
沿った標準化を支援予定

Verband 

Deutscher 

Elektrotechnik

er (VDE)

https //ww

w.vde.com/

de/presse/

vde-fnn-

zur-bsi-

markterkla

erung

英国 6-E8 世界で最も
強力な天気
と気候の
スーパーコ
ンピュー
ターに12億
ポンドを

2月17日 英国政府は気候予報の改善・気候変動への対応を目的とし、最先端の
スーパーコンピューターに12億ポンドを投資

 スーパーコンピューティング技術概要：
 英国の気象及び気候データを最大限に活用予定
 英国のスーパーコンピューティングとデータ技術の能力を強化し、スー
パーコンピューティング、データサイエンス、機械学習、AIの分野で革
新と世界レベルのスキル向上の推進に期待

 悪天候に関するより正確な早期警告、気候変動の中でより回復力の
ある世界を構築するために必要な情報を提供し、英国全体の低炭素
経済への移行を支援

 スーパーコンピューターからの取得データは、気候変動に対する世界
的な取り組みを主導し、ネットゼロエミッション目標を達成する一環とし
て使用

Department 

for Business, 

Energy & 

Industrial 

Strategy 

(BEIS) 

https //ww

w gov.uk/g

overnment/

news/12-

billion-for-

the-worlds-

most-

powerful-

weather-

and-

climate-

supercomp

uter

再掲

再掲

https://www.vde.com/de/presse/vde-fnn-zur-bsi-markterklaerung
https://www.gov.uk/government/news/12-billion-for-the-worlds-most-powerful-weather-and-climate-supercomputer
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エネル
ギーマ
ネジメ
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欧州 6-E9 エネル
ギー：EUの
優先プロ
ジェクトは
2050年の
気候目標と
整合する
必要

2月18日 欧州議会は、欧州委員会による次回のEUプロジェクトリストが気候政策
に沿ったものになるよう、優先エネルギープロジェクトを選択するために
ガイドラインを更新すべきと主張

 採択された決議内容(1月18日)：
 2020年後半に欧州委員会によって提案される欧州横断ネットワーク
エネルギー(TEN-E)ガイドラインの改訂は、2030年のEUのエネル
ギー及び気候の目標、脱炭素化に関する長期的なコミットメント及び
エネルギー効率第一原則と一致するよう要求

 次のPCI(共通の関心のあるプロジェクト)リストに選ばれたプロジェクト
がEUの気候変動の目標に倣うことを保証するため、欧州議会は欧州
委員会に2020年末までに移行ガイダンスも提案するよう要求

 背景：
 欧州議会は、欧州委員会との議論の後、先週第4回PCIリストへの異
議を拒否

 2013年に採択された欧州横断ネットワークエネルギー(TEN-E)規制
の下で、欧州委員会は、EU全体で最も重要なPCIを特定。特定され
たプロジェクトはConnecting Europe FacilityのEU資金提供を申請可
能

 今後の動き：
 3月に下院全体で票決

欧州議会
https //ww

w europarl.

europa.eu/

news/en/pr

ess-

room/2020

0218IPR72

802/energy

-eu-priority-

projects-

should-be-

aligned-

with-2050-

climate-

objectives

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72802/energy-eu-priority-projects-should-be-aligned-with-2050-climate-objectives
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(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E10 新しいファク
トシート–水
素に関する
当社の研究
をご覧くださ
い！

2月18日 ECOSは水素に関するファクトシート「SPOTLIGHT ON HYDROGEN」
を発行

 ファクトシート記載内容(抜粋)：
 水素は再生可能エネルギー、エネルギー効率、柔軟性の手段を補完
し、電化が難しく、再生可能エネルギーの長期エネルギー貯蔵として
役立つセクターを脱炭素化に貢献していることに言及

 ECOSの役割として、下記に言及
 欧州委員会が欧州の標準化機関に、EUの気候目標を完全に
サポートする標準の開発を依頼国際及び欧州基準が、科学に
基づいた用語と堅牢な認証スキームシステムにより、水素のク
リーンで再生可能なオプションをサポートしていることを確認

 欧州委員会が欧州の標準化機関に、EUの気候目標を完全に
サポートする標準の開発を依頼するよう依頼

 野心的なEUの気候目標が、水素生産または天然ガスとの混合
による化石エネルギー源の使用によって損なわれないよう監視

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/new-

factsheet-

discover-

our-work-

on-

hydrogen/

再掲

https://ecostandard.org/news_events/new-factsheet-discover-our-work-on-hydrogen/
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(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
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欧州 6-E11 ヨーロッパ
向けスマー
トグリッド：
CEN、
CENELEC、
E.DSOが
パートナー
シップ契約
を締結

2月19日 CEN・CENELECは、欧州の流通システムオペレータと欧州機関間
インターフェースであるE.DSOとのパートナーシップを締結したと発表

 目的：
 スマートグリッドテクノロジーの大規模開発における標準の提供にお
いて、適切な知識の交換と高品質且つコンセンサスに基づく支援を
確保

 グリーンディールの枠組みの中で、基準は、資源の持続的かつ賢明
な使用を実施し、エネルギー移行の促進に重要な役割を保持。
本パートナーシップは、この方向への一歩として機能

 期待される成果：
 スマートグリッドとエネルギー分配の分野での技術的及び戦略的な
専門知識を持ち、標準化作業に有益な産業的視点の提供

 ICT、サイバーセキュリティ、エネルギー部門のデジタル化、e-

Vehiclesなど、進行中の他関連分野の作業にも貢献
 E.DSO概要：

 名称：European Distribution System Operators (E.DSO) 

 欧州の配電システムオペレーターと欧州機関との間の主要なインター
フェースであり、現状、新規市場設計、規制におけるスマートグリッド
テクノロジーの開発と大規模なテストを促進

CEN/

CENELEC

https //ww

w cencenel

ec.eu/news

/press rele

ases/Page

s/PR-2020-

002 aspx

再掲

https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2020-002.aspx
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エネル
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英国 6-E12 英国政府が
洋上風力グ
リーン水素
プロジェクト
に資金を
提供

2月19日 ビジネス・エネルギー・産業戦略省の再生可能水素プロジェクトである

Gigastackの次のフェーズに、750万ポンド(980万米ドル)の資金を提供
 Gigastackプロジェクト主導機関：

 ITM Power、Ørsted、Phillips 66 Limited、Element Energy

 プロジェクト目的：
 産業規模の再生可能な水素システムの実際のアプリケーションに関
する規制、商業、技術的な課題を特定し明確化

 プロジェクト内容：
 洋上風力から生成される再生可能な水素が、英国の2050年の温室
効果ガス排出ゼロ目標をどのように支援可能か明示

 浮体式洋上風力タービンで海水からの緑色水素の生産を予測するド
ルフィンプロジェクトにも関連

 スケジュール：
 2019年に第一フェーズが終了。第2フェーズの一環として、ITM 

Powerは、次世代の電解槽スタックと、大規模で低コストのスタックの
大量生産に必要な半自動製造機を設置し試用

riviera
https //ww

w rivieram

m.com/new

s-content-

hub/news-

content-

hub/uk-

governmen

t-funds-

green-

hydrogen-

project-at-

hornsea-

two-

offshore-

windfarm-

58115

再掲

https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/uk-government-funds-green-hydrogen-project-at-hornsea-two-offshore-windfarm-58115
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欧州 6-E13 欧州海運業
界は、EUグ
リーンディー
ルに関する
ポジション
ペーパーを
発行

2月20日 欧州海運週間に合わせ、ECSA(欧州共同体船主協会)は欧州委員会が
提案したEUグリーンディールに対応しポジションペーパーを発表

 ポジションペーパー概要：
 気候変動との闘いにおいて主導権を握るというEUの野心を歓迎し支
持

 EU Green Dealに直接対応して、業界はEUが海運業界と一緒にでき
る8つのポイントを規定

1. 国際規制プロセスで主導権を握る
2. 道路及び空からフェリーへの輸送及びモーダル海運へのモー
ダルシフトのインセンティブ–野心的な戦略の必要性

3. 研究開発– EUを低炭素及びゼロカーボン技術のトップランナー
として確立

4. ポート呼び出しの最適化
5. 代替燃料のショアパワーとインフラ
6. フェリーの電化のためのグリーンファイナンスプログラムを確立
7. 再生可能エネルギーのオフショアポテンシャルを使用
8. デジタル化

Hellenic 

Shipping 

News 

Worldwide

https //ww

w hellenics

hippingnew

s com/the-

european-

shipping-

industry-

publishes-

position-

paper-on-

the-eu-

green-deal/

再掲

https://www.hellenicshippingnews.com/the-european-shipping-industry-publishes-position-paper-on-the-eu-green-deal/
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エネル
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ドイツ 6-E14 充電インフ
ラストラク
チャの電気
自動車：
実際の設置
と操作に関
する技術
ガイド

2月21日 DKE/VDEは電気自動車の充電インフラストラクチャに関する技術ガイド
第3版を発表

 背景：
 ドイツ政府は充電ステーションインフラストラクチャマスタープランを採
用(2019年11月18日)

 マスタープランでは、2030年までにドイツ全体で合計100万の充電基
地を利用可能とするよう指示

 ガイド内容：
 充電インフラストラクチャの専門家の計画、構築、運用において考慮
すべき項目を明確化し、下記に対するアクションの推奨事項とアドバ
イスを提供
 充電インフラストラクチャを計画、設定、運用する際に考慮すべき
こと

 潜在的な危険やコストのかかる負の投資をどのように回避可能か
 充電インフラストラクチャのコンテキストに関連する標準と規制は
何か

 将来、インテリジェントな電力グリッドと誘導充電はどのような役割
を果たすか

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/mobility

/technische

r-leitfaden-

ladeinfrastr

uktur-

elektromob

ilitaet

再掲

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/mobility/technischer-leitfaden-ladeinfrastruktur-elektromobilitaet
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ギーマ
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欧州 6-E15 将来のEU-

UKパート
ナーシップ：
交渉指令に
関する質問
と回答

2月25日 欧州委員会は、英国のEU離脱に伴う交渉指令(negotiating directives)
を採択したことを発表し、関連する主要な質問への回答を
発表
 当指令は2020年2月3日に欧州委員会が提出した勧告草案に基づき、欧州委員
会の既存のガイドラインと結論、また2019年10月にEUと英国の間で合意された
政治宣言を尊重した内容

 回答内容(抜粋)：
 エネルギー分野：EUは英国との協力を想定。炭素価格設定(排出権
取引システム– ETS)と国家援助に関する規定は、いずれもエネル
ギーに関する将来の協力の前提条件となる予定

 規則と基準の相互承認：移行期間の終了後、EUと英国は個別の市場
と法的規則を形成。物品に関する将来の経済的パートナーシップは、
可能な限り貿易の促進を目指すが、EU加盟国間の様に摩擦のない
貿易条件については再現不可。相互承認については、そのエコシステ
ムの参加者間でのみ許可

 気候変動：想定されるパートナーシップの重要な要素として追加し討
議予定

 今後のスケジュール：
 英国との正式な交渉は、2020年3月2日週に開始予定

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/

qanda 20

326

再掲

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_326
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ドイツ 6-E16 【ドイツ】フラ
ウンホー
ファー研究
機構、
20MW風力
タービンの
実証試験環
境整備。大
型化に対応

2月25日 Sustainable Japanは、ドイツのフラウンホーファー研究機構の風力
システム研究所(IWES)が、20MW級の風力タービンの実用化に向けた
系統接続の法定実証試験環境を整備を発表したことを紹介

 背景：
 ドイツは、再生可能エネルギー割合をさらに高めるために洋上風力発
電に注目

 既存の実証試験環境では15MW級が限界であったため、今回試験環
境を新たに整備予定

Sustainable 

Japan

https //sust

ainablejap

an.jp/2020/

02/25/fraun

hofer-

20mw/467

28

欧州 6-E17 EU、国境炭
素税の21年
の導入検討
規制緩い国
に課税

2月27日 欧州委員会は、環境規制の緩い国からの輸入品に対し、「国境炭素税」を
導入する検討に入ったと表明

 背景：
 EUは今後、温暖化ガス排出の削減目標を大幅に引き上げる方針
 環境対策が十分でない国からの事実上の輸入関税を引き上げるの
が狙い

 検討されている課税内容：
 エネルギー消費の大きい鉄鋼や石油化学などの関連製品が対象に
なる可能性有

 特定の分野に特別な物品税をかけたり、輸出業者にEUの排出量取
引制度の排出枠の購入を義務付け

 予想される懸念事項：
 自由貿易を抑制する恐れ有
 EUは既に米国と鉄鋼や航空機補助金などを巡って対立しおり、貿易
摩擦が一段と激化する恐れ有

 2021年に導入する計画だが、アメリカ、中国はEU独自の関税引き上
げに反発

日本経済新聞
https //ww

w nikkei.co

m/article/D

GXMZO56

132520X2

0C20A2FF

1000/

https://sustainablejapan.jp/2020/02/25/fraunhofer-20mw/46728
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56132520X20C20A2FF1000/
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欧州 6-E18 欧州委員会、
インテリジェ
ントシティ
チャレンジを
開始

2月27日 欧州委員会は、デジタルシティチャレンジの後継として、インテリジェント
シティチャレンジ(ICC)を開始したことを発表

 背景：
 2017年、欧州委員会はデジタル都市チャレンジを開始
 EUの41の都市がデジタルポリシーを変革して、誰もが楽しめる都市
空間を実現可能とするよう推進

 インテリジェントシティチャレンジ：
 41都市がデジタルトランスフォーメーションのビジョン、戦略、ロード
マップを作成した「デジタルシティチャレンジ」に基づき、より包括的で
持続可能な都市環境を作成するために都市をデジタルポリシーに
変換するようガイド

 専門家は、エネルギー、モビリティ、セキュリティ、その他の地域の優
先事項など、都市の最大のテーマに合わせて調整された100を超える
スマートシティ戦略の集合的な専門家経験に基づいたプログラムを
提供

 今後のスケジュール：
 アプリケーションのヒントとアドバイス-ウェビナー4回
 アプリケーションの事前スクリーニング：2020年3月2日-3月27日
 アプリケーションの最終期限：2020年4月6日
 受賞都市の発表：2020年5月18日

欧州委員会
https //ec.e

uropa.eu/gr

owth/conte

nt/europea

n-

commissio

n-

launches-

intelligent-

cities-

challenge

en

https //ww

w intelligen

tcitieschall

enge.eu/

再掲

https://ec.europa.eu/growth/content/european-commission-launches-intelligent-cities-challenge_en
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/
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(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

ドイツ 6-E19 BlockClass
エネルギー
部門におけ
るブロック
チェーンの
ユースケー
スの分類

2月17日 DKE/VDEはエネルギー部門のブロックチェーンの主なユースケースを
特定するためのBlockClassプロジェクトの開催を発表
(1月1日~6月30日)

 プロジェクトの目的：
 エネルギー部門のブロックチェーンの主なユースケースを特定

 プロジェクトの内容：
 「WIPANO」資金提供プログラム(特許と標準による知識と技術の移
転)の一環として、BMWiにより資金を提供

 エネルギー分野でのブロックチェーン技術の使用に関する基礎開発を
実施
 まず、電気エネルギー分野のブロックチェーンのユースケースを特
定し分類

 次に様々システムコンポーネントのブロックチェーン間の通信パス
における相互運用性とITセキュリティの問題に対処するために、
分類されたユースケースとアーキテクチャソリューションをリファレ
ンスアーキテクチャにマッピング

 期待されるプロジェクトの成果：
 得られた知識に基づく、エネルギーセクター、特にスマートグリッドアー
キテクチャモデル(SGAM)のブロックチェーンの主なユースケースを
マッピングするVDEアプリケーションルールの適用及び拡張

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/energy/

blockclass

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/energy/blockclass
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(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

欧州 6-E20 EESCでの
バッテリー
に関する
議論

2月24日 ECOSのプログラムマネージャーのMélissa Zill氏が欧州経済社会
委員会(EESC)のTENセクションにてNGOの視点から議論したことを紹介
(2月5日)

 討論のテーマ：
 「希土類元素とバッテリー：ヨーロッパの必要性」

 討議内容：
 バッテリーの生産の環境への影響と、EUがバッテリーのセカンドライ
フとリサイクルを促進する基準に支えられた規制でサステナビリティ
要件を採用する必要性を強調

 TENセクション名称：
 The Section for Transport, Energy, Infrastructure and the 

Information Society (TEN) 

European 

Environmental 

Citizens 

Organisation 

for 

Standardisatio

n (ECOS)

https //ecos

tandard.org

/news eve

nts/debate-

on-

batteries-

at-the-

eesc/

再掲

https://ecostandard.org/news_events/debate-on-batteries-at-the-eesc/
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米国 6-U1 関係者のイ
ンプットをも
とにIoTのサ
イバーセ
キュリティー
のベースラ
インを改善：
NISTIR 

8259の草案
第2版への
パブリックコ
メントを募集
中

2月4日 米国国立標準技術研究所(NIST)は、IoTデバイスの製造業者に向けた
サイバーセキュリティの推奨事項を記したNISTIR 8259の草案第2版を
発表し、再度パブリックコメントを募集(2月7日まで)
 NISTは、昨年公表したNISTIR 8259の草案第1版に集まったパブリックコメントを
受け、修正した第2版を改めて発表

 主要な変更点：
 全体を通じて、サイバーセキュリティが製品のライフサイクルを通して
考慮すべき事項であることを強調

 NISTIR 8259策定の意図がIoTデバイスに関する基礎的な活動、
設計、開発プロセスにおける中核的なベースラインを設定することを
踏まえ、タイトル、構成、内容を修正
 タイトル

 Recommendations for IoT Device Manufacturers: 

Foundational Activities and Core Device Cybersecurity 

Capability Baselineに変更
 構成、内容

 Section 2：製造業者の視点を追加、販売前と販売後のフェー
ズの区別を追加

 Section 3：販売前の活動についてハイライト
 Section 4：販売後の活動に言及
 Section 5：結論と製造業者が次にとるべきアクションを記述

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

(NIST)

https //ww

w nist.gov/

blogs/cyber

security-

insights/im

proving-iot-

cybersecuri

ty-

baseline-

stakeholde

r-input-

draft-v2-

nistir

再掲

https://www.nist.gov/blogs/cybersecurity-insights/improving-iot-cybersecurity-baseline-stakeholder-input-draft-v2-nistir
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エネル
ギーマ
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米国 6-U2 州は待てな
い：エネル
ギー貯蔵に
関するリー
ダーシップ
は、ワシント
ンDC以外
からも

2月5日 米国議会はエネルギー貯蔵の活用推進に係る法案を否決、一方で、
各州・電力事業者らは活用の推進に積極的な姿勢を表明

 背景：
 経済性、送電網の信頼性、気候変動などの観点から、重要性を増し
ているエネルギー貯蔵システムの需要が急増

 米国連邦エネルギー規制委員会(FERC)は、2018年エネルギー貯蔵
の電力市場への参画を促す指令841を発出

 米国エネルギー省(DOE)は、同年エネルギー貯蔵の活用を推進する
Energy Storage Grand Challengeを発足

 今後の見通し：
 米国議会は、エネルギー貯蔵への投資を税控除の対象にする法案の
採択を見送り、今後の状況も不透明

 一方で、9の州はエネルギー貯蔵の活用を推進する法令を採択済み
で他の州も追従する見込みである他、電力事業者らもエネルギー
貯蔵の活用に積極的

Energy 

Storage

https //ww

w energy-

storage ne

ws/blogs/st

ates-cant-

wait-

leadership-

on-energy-

storage-

doesnt-

only-come-

from-

washing

https://www.energy-storage.news/blogs/states-cant-wait-leadership-on-energy-storage-doesnt-only-come-from-washing
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エネル
ギーマ
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米国 6-U3 米国の気候
変動戦略に
革命をもた
らす下院法
案の内容

2月10日 米国議会下院において、民主党が2050年までに温室効果ガスの
実質的排出量0を目指すCLEAN Future Act法案を提出

 背景：
 米国において、気候変動対策を扱う包括的な連邦法が不在
 トランプ政権はパリ協定から離脱したほか、自動車の燃費やクリーン
発電を始めとする各種気候変動対策政策を緩和

 2019年米国下院民主党が、気候変動対策強化に関する決議案
Green New Dealを提出したが、採択に失敗

 法案概要：
 米国環境保護庁(EPA)などに対し強力な規制権限を付与
 クリーンエネルギーのクレジット交換プログラムやBuy Clean 

Programなどの気候変動対策制度の創設
 気候変動対策ファンディングの増額

 今後の動向：
 本法案が原文のまま採択される可能性は低いものの、今後の議論の
たたき台になる見込み

 共和党も対案となる法案の提出を準備

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/an-

inside-

look-at-the-

house-bill-

to-12297/

https://www.jdsupra.com/legalnews/an-inside-look-at-the-house-bill-to-12297/
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米国 6-U4 エネルギー、
サステイナ
ビリティに関
するのワシ
ントンDCに
おけるアッ
プデート：
2020年2月

2月11日 米国議会下院において、民主党が環境に配慮したインフラ整備に
関する計画やCLEAN Future Actを発表した他、エネルギー・商業委員
会がカーボンキャプチャーや天然ガス法令に関するヒアリングを実施
(2020年2月)

 エネルギー・サステイナビリティに関連する2月の連邦議会での検討動向：
 下院民主党が、新たなインフラに関する計画を発表

 今後5年で橋や道路、鉄道、空港、水道などのインフラに7,600億ド
ルを投資する内容
 代替燃料インフラやCO2削減、効率的な水・エネルギー設備、
ゼロエミッションバスなどへの連邦支出を確約

 下院エネルギー・商業委員会民主党が、CLEAN Future Actを発表
 2050年までにCO2排出量実質0や連邦Clean Energy Standard
といった目標を設定

 他にも、エネルギー貯蔵や電力インフラの更新、再エネ、建物の省
エネなどに言及

 下院エネルギー・商業委員会環境・気候変動小委員会が、カーボン
キャプチャー法案に関するヒアリングを実施
 対象法案は、2019年、カーボンキャプチャーの研究開発や設備整
備を推進する2法案

 下院エネルギー・商業委員会エネルギー小委員会がNatural Gas Act
に関するヒアリングを実施
 現行法は制定から時間が経っており、委員会、小委員会の議長ら
は法案を改正したい意向を表明
 改正にあたり天然ガスパイプラインの建設や、輸出入、気候変
動への影響などを再検討する意向

National Law 

Review

https //ww

w natlawre

view com/a

rticle/energ

y-

sustainabili

ty-

washington

-updates-

february-

2020

https://www.natlawreview.com/article/energy-sustainability-washington-updates-february-2020
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米国 6-U5 大統領の政
治動向は、
電気自動車
の充電規格
に影響を
与えるか？

2月11日 米国議会下院の民主党議員は、今後5年での高速道路における
高速充電システム網整備を目指した法案EV Freedom Actを発表

 背景：
 米国における電気自動車の給電ステーションの不足が普及を阻害
 他方で党派を超えて充電システムの普及支持を表明

 法案概要：
 今後5年での高速道路における高速充電システム網整備を規定

 今後の課題：
 高速充電のための充電規格の統一、整備の中で企業間競争や大統
領の政治動向により決定が左右される可能性
 家庭や会社で使用する低速充電規格に関しては、統一的なプラグ
の規格が成立

 一方で、高速充電規格に関しては、3種類の規格が併存している
状況
 日本のEV：CHAdeMO規格を使用
 ドイツ、米国のEV：SAE Combined Charging System (CCS) 
規格を使用

 Tesla社のEV：Supercharger規格を使用

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/can-

presidentia

l-politics-

supercharg

e-31235/

再掲

https://www.jdsupra.com/legalnews/can-presidential-politics-supercharge-31235/
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米国 6-U6 知っていま
したか？

2月14日 米国規格協会(ANSI)は、米国土木学会(ASCE)による将来のインフラに
関するウェブサイト公開やE-commerceの取引保証に関するISO/TC 

321に対応する米国内の標準化活動を紹介
 ANSI会員のASCEは、技術の進展が社会変革にどのような影響を与え、その変
革に対して技術者がどのようにインフラシステムを設計、建設、運営、維持できる
かを示したウェブサイト「Future World Vision」を公開

 Future World Vision 概要：
 エンジニアと建設環境にとっての変化のドライバーとなる6つのメガト
レンドを提示
 代替エネルギー
 自動運転
 気候変動
 スマートシティ
 ハイテク建設
 政策とファンディング

 未来の理解の基礎となる4つのシナリオを提示
 強靭な街：気候変動の都会、沿岸都市への影響
 先進的なメガシティ：極度な都市化が、技術、都市計画における
政府の行動を促進

 分散的な居住：再エネ、通信技術の進歩が、従来の都市からの
移住を促進

 不平等な居住地：自動運転により富裕層が裕福な居住地から通勤
 ANSIのExecutive Standards Council (ExSC) は、 ISO/TC 321 Transaction 

assurance in E-Commerceにおける米国からのTechnical Advisory 

Group(TAG)への派遣を公認したほか、ASC X9, Inc.をTAGの運営者に指名

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=2

51aac42-

e19a-

4521-

a018-

ec6cb9b61

e0e

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=251aac42-e19a-4521-a018-ec6cb9b61e0e
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米国 6-U7 米国下院エ
ネルギー・
商業委員会
は、6のエネ
ルギーR&D
法案への
ヒアリングを
実施

2月17日 米国議会下院エネルギー・商業委員会エネルギー小委員会は、
省エネとエネルギー貯蔵に関する6法案ついてのヒアリングを実施

 背景：
 トランプ大統領が2021年の予算要求において省エネルギー関連の予
算を削減する方針を表明

 対象6法案：
 H.R. 1744：Storage Technology for Operational Readiness and 

Generating Energy Act(S.T.O.R.A.G.E. Act)

 H.R. 2909：Promoting Grid Storage Act of 2019

 H.R. 3962：Energy Savings and Industrial Competitiveness Act

 H.R. 4447：Expanding Access to Sustainable Energy Act of 2019

 H.R. 5650：Federal Energy and Water Management Performance 

Act of 2020

 H.R. 5758：Ceiling Fan Improvement Act of 2020

 証言者の見解：
 エネルギー省(DOE)次官Menezes氏は、エネルギー貯蔵の活用を推
進するEnergy Storage Grand Challengeを通じて米国の競争力を創
造、維持する方針を表明

 さらに、H.R. 2909：Promoting Grid Storage Act of 2019にサイバー
セキュリティ対策を盛り込むことを表明

 委員らの見解：
 エネルギー小委員会Fred Upton委員(共和党)は、3法案(H.R. 4447、

H.R. 5650、H.R. 5758)の支持を表明した一方、残りの3法案は修正
が必要との見解を表明

 エネルギー・商業委員会Frank Pallone委員長(民主党)はH.R. 3962
に着目し、同法案が重要な条項を多数含む一方、省エネ認証Energy 

Starの自己認証化や商業ビルの化石燃料使用のフェードアウトに
関する条項の撤廃に懸念を表明

American 

Society of 

Mechanical 

Engineers 

(ASME)

https //ww

w asme.or

g/governm

ent-

relations/ca

pitol-

update/hou

se-energy-

and-

commerce-

committee-

holds-a-

legislative-

hearing-

on-six-

energy-r-d-

bills

https://www.asme.org/government-relations/capitol-update/house-energy-and-commerce-committee-holds-a-legislative-hearing-on-six-energy-r-d-bills
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(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

米国 6-U8 再生可能燃
料規格
Green-eの
関係者コメ
ント期間が
開始

2月18日 米国の再エネ普及のための非営利団体Center for Resource 

Solutions(CRS)は、再生可能燃料の認証規格Green-e Renewable 

Fuels Standard for Canada and the United States草案へのフィード
バックを募集(4月18日まで)

 認証規格策定の目的：
 再生可能燃料が、持続可能な再生可能資源から製造され高度な環境
基準を満たしていることを確認し、消費者が検証可能な形で購入判断
を行えることを支援

 フィードバックの対象となる草案項目：
 定義
 製造過程
 製造仕様
 炭素強度
 燃料製造と使用までの期間
 施設稼働と販売開始日
 施設の場所
 バイオガス原料
 第三者検証と消費者開示要件

Green-e
https //ww

w green-

e.org/news

/stakeholde

r-comment-

period-

open-

green-e-

renewable-

fuels-

standard

6-U9 全米公共
事業規制
委員会
(NARUC)
は、新たな
分散型電源
の相互接続
規格を採択

2月19日 全米公共事業規制委員会(NARUC)は、分散型電源(DER)の相互接続性
に関する規格の採用を各州の委員会に勧告する決議案を採択

 規格概要：
 DERに対し、送電網への接続のための特定の手法が使用可能である
ことを要求
 消費者、コミュニティ、事業者に対して、経済性、信頼性、強靭性及
び環境に関する便益を提供

Daily Energy 

Insider

https //daily

energyinsi

der.com/ne

ws/24315-

naruc-

board-

adopts-

new-

interconne

ction-

standard/

再掲

https://www.green-e.org/news/stakeholder-comment-period-open-green-e-renewable-fuels-standard
https://dailyenergyinsider.com/news/24315-naruc-board-adopts-new-interconnection-standard/
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ギーマ
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米国 6-U10 「HD-PLC」
対応
LONMARK
規格が
ANSI/CTA
にて承認

2月19日 高速電力線通信HD-PLCの普及団体HD-PLCアライアンスは、HD-PLC
方式を採用したインテリジェント分散型ネットワークシステムLONMARK
の規格がANSIの認定を受けたことを発表

 背景：
 これまでのLONMARK規格は、通信方式に低速電力線通信を使用し
ておりIoTといった新たなネットワーク機器接続時にとって障壁

 LonMark Internationalは、2017年HD-PLCを通信方法に採用し、米
国規格協会(ANSI)や全米民生技術協会(CTA)での標準化活動を実
施

 規格概要：
 LONMARK規格(ANSI/CTA709.8)は、配線工事の負担が軽く、長距
離かつ高速通信が可能なHD-PLC方式を採用

 新規格を活用することで、従来のLONMARK規格に基づき使用され
てきた工場の屋内機器制御やスマート街灯や照明システムなどの屋
外機器制御などを高速通信へ置き換えることが可能

Business Wire
https //ww

w business

wire com/n

ews/home/

202002190

05331/ja/

再掲

https://www.businesswire.com/news/home/20200219005331/ja/
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米国 6-U11 ANSIはリチ
ウムに関す
る新たな
ISO技術委
員会の提案
へのコメント
を募集

2月24日 米国規格協会(ANSI)は、中国が提案するリチウムに関する新たなISO
技術委員会設置提案へのコメントを募集(4月3日まで)

 背景：
 リチウムは、充電池や航空宇宙、原子力の産業分野において利用が
拡大

 需要にこたえるため、近年米国、オーストラリア、カナダなどはリチウ
ムの生産を拡大

 新技術委員会の提案概要：
 中国国家標準化委員会(SAC)が、リチウムの採掘、濃縮、抽出、分離、
化合物や有益な素材への変換に関する標準化を行うために提案
 用語の定義や輸送時の技術条件、質の向上のための試験・分析
手法などに着目した作業プログラムの実施を想定

 素材としてのリチウムを対象としており、リチウム電池は対象外
 今後の動向：

 ANSIは、4月3日までメンバー機関からのコメントを募集
 ISOは、5月16日に提案の採択を実施予定

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=7f

6a2620-

65ae-

40ae-

a987-

14a4a04c7

ce2

再掲

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=7f6a2620-65ae-40ae-a987-14a4a04c7ce2
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米国 6-U12 米国貿易開
発庁
(USTDA)に
よる南部ア
フリカのエネ
ルギー貯蔵
規格に関す
るワーク
ショップが、
African 

Utility 

Weekの
公式サイド
イベントに

2月20日 米国貿易開発庁(USTDA)は、African Utility Weekの公式サイド
イベントとして、南部アフリカにおけるエネルギー貯蔵規格に関する公開
ワークショップを開催予定(5月11日@ケープタウン)

 イベント概要：
 African Utility Weekの公式サイドイベントとして開催され、エネルギー
貯蔵に関する政策や規格に係るトピックについて議論予定
 安全で効率的なエネルギー貯蔵に関する先進的な米国の技術
 リチウムイオン電池などのエネルギー貯蔵の推進のための政策
 安全で高品質なエネルギー貯蔵システムの選択肢や周波数規制、
需給調整、再エネ電源の管理

 米国貿易開発庁(USTDA)が資金提供するU.S.-Africa Clean Energy 

Standards Program(CESP)に基づき米国規格協会(ANSI)が運営

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=a

062ac2e-

3179-

4174-

8d3b-

43e866aa3

877

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=a062ac2e-3179-4174-8d3b-43e866aa3877
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インド
ネシア

6-A1 インドネシア
はグリーン
エネルギー
プロジェクト
を推進する
ために契約
スキームを
修正

2月6日 インドネシア政府は、再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の
導入とBOOT(建設・所有・運営・移転)契約の義務化廃止を提案

 背景：
 インドネシアは2019年までに再生可能エネルギー比率を17.5％とす
ることを目標としていたものの、昨年は12.36％と未達

 目的：
 小規模再生可能発電所に対する固定電力料金の保証及び再生可能
プロジェクトのバンカビリティに有害となるスキームの排除

 今後の予定：
 提案を法制化し、今年6月までに実施予定

The Jakarta 

Post

https //ww

w thejakart

apost.com/

news/2020/

02/06/indo

nesia-to-

mend-

contract-

scheme-to-

boost-

green-

energy-

projects ht

ml

マレー
シア

6-A2 Teresa Kok 
大臣がB20
バイオ
ディーゼル
プログラム
を2021年6
月に全国
展開すると
発言

2月20日 マレーシア一次産業大臣が、2021年6月にB20バイオディーゼル
プログラムを全国展開すると発言

 Teresa Kok一次産業大臣発言要旨(抜粋)：
 2020年1月にランカウイとラブアンで開始した輸送部門向けの国家

B20バイオディーゼルプログラムを2021年6月に全国に展開
 マレーシア標準局が策定した2つの国家規格は、B20バイオディーゼ
ルプログラムの実施をサポートする際の業界のガイダンスとなるだけ
でなく、消費者の信頼を高める可能性があることを説明
 MS123-4：高PMEディーゼル燃料-仕様-Euro2」
 「MS 123-5高PMEディーゼル燃料-仕様-Euro5」

 B30(30％のパームメチルエステル含有)プログラムの将来的な実施
に向け、B20以上のバイオディーゼルを使用した研究を実施し、B30
フィールドテストを開始(2020年6月予定)

malaymail
https //ww

w malayma

il.com/new

s/malaysia/

2020/02/20

/b20-

biodiesel-

programme

-to-be-

expanded-

nationwide

-in-june-

2021-says-

teresa/183

9253

再掲

https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/06/indonesia-to-mend-contract-scheme-to-boost-green-energy-projects.html
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/02/20/b20-biodiesel-programme-to-be-expanded-nationwide-in-june-2021-says-teresa/1839253
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インド
ネシア

6-A3 LEDのSNI
に関してイ
ンドネシア
電灯産業協
会「時間を
待つのみ」

2月26日 工業省による蛍光灯からLEDへの照明技術の移転指示に対し、
インドネシア電灯産業協会(Aperlindo)会長がLEDランプの国家規格
(SNI)の発行を伴うべきと意見

 Jhon Manoppo Aperlindo会長発言要旨：
 Aperlindoと工業省は昨年からLEDランプに関するSNIの発行につい
て議論

 LEDランプへの必須SNIの適用は、国内のLED照明産業への投資を
刺激する可能性があり、地元産業の競争力を高め、健全な市場競争
を生み出し、消費者を劣悪な商品から保護可能

インドネシア
国家標準
管理庁(BSN)

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

920/sni-

wajib-led-

aperlindo-

tinggal-

tunggu-

waktu

ベトナ
ム

6-A4 ベトナムエ
ネルギー計
画 2.0は、
再生可能エ
ネルギーを
より強調

2月28日 ベトナムビジネスフォーラム(VBF)が国内のエネルギー資源を優先する
多様なエネルギーシステムを推奨する「Made in Vietnam Energy 

Plan(MVEP 2.0)」の第2版を発表
 ベトナムビジネスフォーラム概要：

 政府とベトナムのビジネスコミュニティ間のハイレベルの政策対話で、
15の国内外ビジネス団体が参加

 レポート概要：
 レポートは、2月11日に政治局が発表した2045年を見据えた30年ま
での国家エネルギー開発戦略の方針に関する決議55号(55-NQ/TW)
に沿って検討

 国家電力計画によって再生可能エネルギーを優先し、現在の最適な
再生可能エネルギーのベースロードとしての天然ガスの使用を増加さ
せ、クリーンエネルギーへの投資を引き付ける規制・認可環境を構築
することを推奨

 再生可能エネルギーへの投資を促進させる主要政策と規制の枠組み
及びインセンティブの実施を提案

Viet Nam 

News

https //vietn

amnews.vn

/economy/

652826/vie

t-nam-

energy-

plan-20-

makes-

stronger-

case-for-

renewable-

energy.htm

l

再掲

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10920/sni-wajib-led-aperlindo-tinggal-tunggu-waktu
https://vietnamnews.vn/economy/652826/viet-nam-energy-plan-20-makes-stronger-case-for-renewable-energy.html
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マレー
シア

6-A5 温室効果ガ
ス(GHG)排
出量の削減
に向けて：
B20バイオ
ディーゼル
燃料プログ
ラムをサ
ポートする
ために策定
された2つの
新規格

2月 マレーシア標準局(JSM)が国家規格「MS123-4：高PMEディーゼル燃料-
仕様-Euro2」及び「MS 123-5高PMEディーゼル燃料-仕様-Euro5」を
策定(1月28日)

 規格概要：
 高パームメチルエステル(PME)ディーゼル燃料の要件に関するガイダ
ンスとレファレンスを提供

 2030年までに温室効果ガス(GHG)排出強度を2005年比で45％削減
するという政府目標に沿って策定され、2020年初頭に開始された輸
送分野におけるクリーンで健全な環境を目指すB20バイオディーゼル
(20％のパームメチルエステルと80％の石油ディーゼルの混合)プロ
グラムをサポート

マレーシア
標準局(JSM)

http //www.

jsm gov.my

/document

s/10180/34

20495/Pres

s+Release

B20 F N

AL+DRAFT

+Standard

s+Malaysia

%287%29

%20%281

%29 pdf/a7

ac9614-

c6f7-4b61-

b5ab-

f7551a38b

241

再掲

http://www.jsm.gov.my/documents/10180/3420495/Press+Release_B20_FINAL+DRAFT+Standards+Malaysia%287%29%20%281%29.pdf/a7ac9614-c6f7-4b61-b5ab-f7551a38b241
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国際 6-O1 LED革命 2月11日 IECは、LEDに関するIECでの規格策定動向について紹介
 IECによるLEDに係る規格策定：

 IEC/TC 34(Lighting)において、照明技術に関する600近い文書を発
行し、LED技術に不可欠な規格文書を準備中

 IECによるLEDに係る適合性評価システム：
 「LED照明用IECQスキーム」、IECEEの下で確立された「LITEスキー
ム」は、照明業界向けに開発されたIEC国際規格の長いリストへの準
拠を保証

 IECExは、オフショア照明用のLEDライトや他の危険な地域で使用さ
れるライトのテストに使用。また、IECExはより一般的な白熱灯または
CFL(電球型蛍光灯)をテストし、全ての照明器具が防爆であることを
確認可能

International 

Electrotechnic

al Commission 

(IEC)

https //blog

iec.ch/202

0/02/the-

led-

revolution/

6-O2 新しい国際
基準で建物
の二酸化炭
素排出量を
削減

2月13日 ISOは建築分野の持続可能性に貢献しうる新規規格ISO 20887について
紹介

 規格名称：
 ISO 20887:Sustainability in buildings and civil engineering works 

– Design for disassembly and adaptability – Principles, 

requirements and guidance

 規格の利用により期待される効果：
 建物の最適な利用による二酸化炭素排出量の削減
 長寿命化と資源のより良い使用によるコストの削減
 埋め立て地における廃棄物の削減

 貢献しうるSDGs：
 目標11：住み続けられる街づくりを

 策定機関：
 ISO / TC 59(建築及び土木工) 

 SC 17(建物及び土木工事の持続可能性)

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref248

0.html

再掲

再掲

https://blog.iec.ch/2020/02/the-led-revolution/
https://www.iso.org/news/ref2480.html
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国際/
日本

6-O3 「持続可能
な社会を実
現する3つ
の社会シス
テム」のシン
ボルマーク
を制定し、
技術開発
総合指針を
策定

2月19日 NEDOは、「持続可能な社会を実現する3つの社会システム」として、
サーキュラーエコノミー、バイオエコノミー、持続可能なエネルギーを表現
したシンボルマークを制定したと発表
 サーキュラーエコノミー、バイオエコノミー、持続可能なエネルギーの3つの社会シ
ステムを「持続可能な社会を実現する3つの社会システム」と定義

 シンボルマーク概要：
 これら3つの重要な社会システムが、持続可能な社会の実現に向て、
互いに関連・影響し合い、最適な調和が図られている状態を、ブルー、
グリーン、オレンジの3つの重なり合う矢印の円で表現

 (参考)「持続可能な社会の実現に向けた技術開発総合指針2020(NEDO
総合指針)」：
 3つの社会システムの一体的で有機的な推進を実現し、気候変動問
題の解決に向けた技術開発の在り方や目指すべき方向性などを記載

NEDO
https //ww

w nedo.go.j

p/news/pre

ss/AA5 10

1286.html
再掲

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101286.html
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(34/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O4 水素貯蔵の
重要な新基
準

2月26日 IECは水素社会の構築に貢献する規格策定に関する取り組みについて
紹介

 策定機関：
 IEC/TC 105：Fuel cell technologies

 策定規格：
 IEC 62282-8-201:2020 : Fuel cell technologies - Part 8-201: 

Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode 

- Test procedures for the performance of power-to-power 

systems

 リバースモードで燃料電池を使用するエネルギー貯蔵システム
の堅牢で完全な性能規格

 本規格により、利害関係者は既存のシステムを選択して比較可
能

 (参考)：IEA(International Energy Agency)はレポートThe Future of 

Hydrogenを発行し、水素の現状を分析し、将来の開発に関するガイダン
スを提供(2019年6月)

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/key-

new-

standard-

for-

hydrogen-

storage/

再掲

https://blog.iec.ch/2020/02/key-new-standard-for-hydrogen-storage/
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エネルギーマネジメント分野関連記事詳細(35/36)

エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O5 ICT産業は
2030年まで
に温室効果
ガスの排出
を45％削減

2月27日 ITUはITU-T スタディーグループ5(環境、気候変動、循環経済)が管理
する新規勧告を発表

 名称：
 ITU L.1470 “GHG emissions trajectories for the ICT sector 

compatible with the UNFCCC Paris Agreement”

 記載内容(抜粋)：
 2015年に定量化され、2020年、2025年、2030年に推定されるグロー
バルICTセクター及びサブセクターのGHG排出の詳細な軌跡を提供。
さらに、2050年の長期的な野心を定義

 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)パリ協定の遵守により、情報通信
技術(ICT)産業が2020年から2030年までに温室効果ガス(GHG)排出
量を45％削減する必要があることを強調

 モバイルネットワーク、固定ネットワーク、およびデータセンターの事業
者向けに、排出削減曲線を推進

 策定機関：
 Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI)

 GSMA 

 Science Based Target Initiative (SBTi)

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //ww

w itu.int/en/

mediacentr

e/Pages/P

R04-2020-

ICT-

industry-to-

reduce-

greenhous

e-gas-

emissions-

by-45-

percent-by-

2030.aspx

https //ww

w itu.int/IT

U-

T/recomme

ndations/re

c aspx?rec

=14084

再掲

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR04-2020-ICT-industry-to-reduce-greenhouse-gas-emissions-by-45-percent-by-2030.aspx
https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=14084
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エネルギーマネジメントテーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

エネル
ギーマ
ネジメ
ント

国際 6-O6 今後のウェ
ビナー2月
12日：エネ
ルギー憲章
条約(ECT)
の近代化

2月10日 クリーンエネルギーソリューションセンターはOpenExpと提携し、レポート
「エネルギー憲章条約(ECT)の近代化：納税者にとって高コストの世界的
な悲劇」を発表するためのウェビナーを開催予定(2月12日)

 ウェビナー内容：
 レポートの主な調査結果に焦点を当て、2020年4月に計画された最
初の交渉ラウンドの前に、ECT近代化プロセスのタイムリーな分析を
提供

 プレゼンテーションの後には、パネルディスカッションと視聴者との質
疑応答セッションを実施

 エネルギー憲章条約(ECT)概要：
 ECTは、エネルギー供給(石炭、石油、ガス、原子力、電気)への外国
投資に対し拘束力のある保護を提供する多国間協定

 投資家国家紛争解決(ISDS)の規定により、外国投資家は、民間弁護
士で構成されるアドホック仲裁裁判所を通じて国家を訴えることにより、
条約違反を主張可能

 OpenExp概要：
 政策立案者、ビジネスリーダー、市民社会、科学コミュニティとともに、
持続可能な開発目標の実装を目指したソリューションを開発する独立
した専門家のグローバルネットワーク

Clean Energy 

Ministerial

http //www.

cleanenerg

yministerial

org/news-

clean-

energy-

ministerial/

upcoming-

webinar-

12-

february-

modernizat

ion-energy-

charter-

treaty-ect

再掲

http://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/upcoming-webinar-12-february-modernization-energy-charter-treaty-ect
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電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(1/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

ドイツ 7-E1 政府は返品
の廃棄を
防ぐために
草案を採用

2月17日 連邦内閣はオンライン小売で返品の廃棄を防止することを目的とした
法案を可決(2月12日)

 目的：
 ドイツの国内法にEU廃棄物枠組み指令を正式に導入

 法案名称：
 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Abfallrahmenrichtlinie derEuropäischen Union

 主な規定内容：
 返品された商品の破棄に関する計画的な変更を、リサイクル経済法
に基づき実施

 販売業者と製造業者に、よ注意を払い修理可能な製品を製造し、い
わゆる注意義務を通じて返品を確実にリサイクルすることを義務付け

 具体的な義務にてついては明確でなく、連邦政府が開発中の規制を
通じ指定予定

Händlerbund

連邦環境・
自然保護・
原子力安全省
(BMU)

https //ww

w haendler

bund.de/de

/news/aktu

elles/intere

ssenvertret

ung/3264-

entwurf-

verhinderu

ng-

retourenver

nichtung

https //ww

w bmu.de/fi

leadmin/Da

ten BMU/

Download

PDF/Glaes

erne Gese

tze/19. Lp/

krwg entw

urf/Entwurf/

krwg novel

le refe.pdf

再掲

https://www.haendlerbund.de/de/news/aktuelles/interessenvertretung/3264-entwurf-verhinderung-retourenvernichtung
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/krwg_entwurf/Entwurf/krwg_novelle_refe.pdf
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電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

フラン
ス

7-E2 Bruno Le 

Maireと
CédricOは、
ヨーロッパレ
ベルでのデ
ジタルプラッ
トフォームの
規制に特化
したワーキ
ンググルー
プを立ち上
げ

2月24日 MINEFIはデジタルプラットフォームの規制を担当するワーキング
グループを設置したことを発表
 欧州委員会が2020年末に発表予定のデジタルサービス法に基づき、ガイドライ
ンを作成予定

 目的：
 悪意のあるコンテンツを排除し、消費者を保護
 オンライン市場について、プラットフォームのエンパワーメントに関連
する提案を支援

 WG設置に伴い、セミナーを開催
 欧州レベルでの「構造化」プラットフォームの経済的規制の主題につ
いて議論

 欧州機関及び加盟国から100人の専門家が参加

Ministère des 

E'conomie et 

des Finances 

(MINEFI)

https //min

efi.hosting.

augure.co

m/Augure

Minefi/r/Co

ntenuEnLig

ne/Downlo

ad?id=5FA

62C31-

70A4-

4392-

8526-

EFC6F85F

D8AD&file

name=204

3%20CP%

20groupe

%20de%2

0travail%2

0num%C3

%A9rique.

pdf

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5FA62C31-70A4-4392-8526-EFC6F85FD8AD&filename=2043%20CP%20groupe%20de%20travail%20num%C3%A9rique.pdf
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電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(3/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

欧州 7-E3 現状：デジタ
ルサービス
法(DSA)
パッケージ

2月25日 Ecommerce Europeは、「デジタルサービス法パッケージ」が欧州
委員会より提案される予定であることを受け、3つの議会委員会が今後の
提案において発言権を得るためにイニシアチブレポートを提示予定である
と発表
 欧州委員会は2020年末に向け「デジタルサービス法パッケージ」を提案する予定。
パッケージには既存の電子商取引指令2000/31 / ECの改訂版が含まれる可能
性有

 3つの議会委員会がファイルに関するイニシアチブレポートを提示：
1. 内部市場及び消費者保護委員会(IMCO)

 イニシアチブレポート「デジタルサービス法：単一市場の機能の改
善」を発表

 イニシアチブレポートを翻訳(4月3日)

 その結果、IMCOはイニシアチブレポートに投票する予定(7月14
日)

2. 法務委員会(JURI)

 「デジタルサービス法：オンラインで営業している営利団体に商法
および民法の規則を適合させる」を発表

 レポートに関し、JURIにおけるヒアリングを予定(3月17日~19日)

 報告書草案に関する議論実施(4月21日)

 JURIによる投票(6月14日)

 本会議における投票(9月14〜17日)

3. 市民の自由、正義、内務に関する委員会(LIBE)

 「デジタルサービス法と提起された基本的な権利の問題」に焦点を
当て起草予定

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/state-

of-play-

digital-

services-

act-dsa-

package/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/state-of-play-digital-services-act-dsa-package/
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電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(4/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

欧州 7-E4 Eコマース
ヨーロッパ
は、新しい
プラット
フォーム
ワーキング
委員会を立
ち上げ

2月25日 Ecommerce Europeは、プラットフォームに焦点を当てた新しい作業
委員会の設立を決定
 既存の作業委員会とは対照的に主に立法上の問題に焦点を当てるのではなく、
プラットフォームと独立した小売業者との対話を促進し、当分野における規制の実
践的な意味を議論

 目的：
 プラットフォームやマーケットプレイス、各国の協会の代表者が集まり、
直面する課題や機会について意見を交換

 複雑なトピックをオープンに議論し、全てのメンバーが互いに学び合う
よう刺激し、欧州の政策立案者に、プラットフォームと中小企業の両方
を含むデジタル小売部門のより強力な意見を提示可能とする

 今後の動き：
 作業委員会は、デンマークの電子商取引協会FDIHによって作業を開
始予定(4月@コペンハーゲン)

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/ecom

merce-

europe-

launches-

new-

platforms-

working-

committee/

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/ecommerce-europe-launches-new-platforms-working-committee/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

フラン
ス

7-E5 フランス、廃
棄物対策、
循環経済法
を発表

2月25日 Waste360は、フランス国会がサーキュラーエコノミーを推進するため、
廃棄物を大幅に規制する法律を可決(1月30日)、公布(2月10日)した
ことを発表
 2025年までに全てのプラスチックをリサイクル可能にし、今後10年間で使い捨て
プラスチックボトルの使用の50％削減を目指す

 規定内容：
 デザイナーの衣服や高級品会社による売れ残りまたは返品商品の破
壊を禁止

 薬局が特定の薬を個別の用量で販売することを奨励
 領収書と使い捨てプラスチックまで紙の使用を段階的に廃止
 生産者、輸入業者及びAmazonなどのオンライン企業を含む流通業
者に対し、健康または安全上のリスクをもたらすものを除く売れ残りの
非食料品を寄付するよう要請

 ファーストフードのレストランや持ち帰りについては、遅くとも2023年ま
でにプラスチック容器の使用を中止するよう要請

Waste360

The Guardian

https //ww

w.waste36

0.com/legis

lation-

regulation/f

rance-

announces

-anti-

waste-

circular-

economy-

law

https //amp

-

theguardia

n-

com cdn.a

mpproject.

org/c/s/am

p.theguardi

an.com/wo

rld/2020/ja

n/30/france

-passes-

landmark-

law-to-

stop-

unsold-

goods-

being-

thrown-

away

再掲

https://www.waste360.com/legislation-regulation/france-announces-anti-waste-circular-economy-law
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/world/2020/jan/30/france-passes-landmark-law-to-stop-unsold-goods-being-thrown-away
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電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

欧州 7-E6 欧州議会は
グリーン認
証と暗号規
制に関して
ECBに挑戦

2月25日 欧州議会は中央銀行に対し、環境への配慮を強化し、金融技術の課題
拡大に対処するよう要請する決議を採択

 欧州中央銀行に対する欧州議会の要請内容：
 ESG原則を欧州中央銀行の活動により統合し、企業セクター購入プ
ログラム(CSPP)を再設計して、環境的に持続可能なイニシアチブをよ
り良くサポートするよう要求

 大規模な取引をより良く監視するシステムを作成し、マネーロンダリン
グ、脱税、その他の金融犯罪と闘う努力を強化するよう要求

 暗号資産をより厳密に監視するよう要求
 欧州委員会と協力し、電子マネー、金融商品、仮想通貨/資産に関す
るEUの法的及び規制的枠組みを評価するよう要求

Finextra
https //ww

w.finextra.c

om/newsar

ticle/35347/

european-

parliament-

challenges

-ecb-on-

green-

credentials

-and-

crypto-

regulation

7-E7 Eコマース
ヨーロッパ
は、今年最
初の作業委
員会を開催
し成功しまし
た！

2月24日 Ecommerce Europeは2020年初の作業委員会会議を開催
(2月19日～20日@ブリュッセル)

 討議内容(抜粋)：
 欧州委員会のDG JUST(department for justice)の代表者は、Eコ
マースヨーロッパが非常に活発なトピックであるEU消費者法で導入さ
れる価格引き下げに関する新しい規則について討議

 トラストマーク作業委員会のメンバーは、eコマースヨーロッパトラスト
マークスキームの将来の計画について議論

 eロジスティクスワーキンググループはEU VAT Eコマース改革に関す
る現在の作業、郵便サービス指令(PSD)の改訂、より広範な郵便関
係者へのユニバーサル郵便連合の解放に関し議論

 デジタルトランザクションおよびイノベーション作業委員会は Payment 

Services Directive 2 やヨーロッパのスキームの将来について議論

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/ecom

merce-

europe-

hosted-

successful-

first-

working-

committees

-of-the-

year/

再掲

再掲

https://www.finextra.com/newsarticle/35347/european-parliament-challenges-ecb-on-green-credentials-and-crypto-regulation
https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/ecommerce-europe-hosted-successful-first-working-committees-of-the-year/
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

米国 7-U1 トランプ大統
領は、模造
品のオンラ
イン販売を
対象にした
大統領令に
署名

2月11日 トランプ大統領は、Eコマースを通じた模造品などの禁制品の輸入対策の
強化を税関・国境取締局(CBP)に指示する大統領令に署名

 大統領令の概要：
 Eコマースにおいて、禁制品の輸入が行われているほか、密輸業者が
税関手続きや税金、手数料などを回避しているとしてCBPに対策強化
を指示
 CBPは、海外の宅配業者の対策状況を評価するInternational 

Mail Non-Complianceスコア制度の創設を担当
 CBPは、違反により排除、営業停止処分を受けた輸入業者らの対
処を強化するため、Importer of Record制度の見直しも担当

Jurist
https //ww

w jurist.org/

news/2020/

02/trump-

signs-

executive-

order-

targeting-

online-

sales-of-

counterfeit-

products/

https://www.jurist.org/news/2020/02/trump-signs-executive-order-targeting-online-sales-of-counterfeit-products/
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米国 7-U2 米国：ビッグ
データ、個
人情報プラ
イバシーの
規制：証券
取引員会と
カリフォルニ
ア州は、
データの取
り扱いを
2020年に
おける優先
注目事項に

2月13日 2020年、米国の金融業界においては、米国証券取引委員会(SEC)
コンプライアンス検査局(OCIE)によるビッグデータの利用規制やカリフォ
ルニア州消費者プライバシー保護法(CCPA)によるプライバシー保護規制
が焦点であることを指摘

 OCIEによるビッグデータ利用規制の動向：
 OCIEは、投資助言会社ら市場参加者に対する2020年の優先事項の
中で、ビッグデータといった投資判断に使われる非伝統的なオルタナ
ティブ・データの活用に着目する方針を表明

 企業は、SECが個人情報などオルタナティブ・データに関する内部統
制やデューデリジェンスについての検査を強化する可能性があり対応
が必要

 CCPA関連規制の動向：
 カリフォルニア州では個人情報を収集または活用する企業に対し個人
情報の取り扱いを定めたCCPAが施行され、消費者によるオプトアウ
トや個人情報売買の拒否への対応が義務化

 投資情報の提供を行う会社は、CCPAの施行規則を始めとするカリ
フォルニア州の規制動向及び連邦レベルでの規制動向に注視が必要

mondaq
https //ww

w mondaq.

com/united

states/Priv

acy/89216

2/Regulatio

n-Of-Big-

Data-Use-

And-

Personal-

Data-

Privacy-
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And-
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Make-
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米国 7-U3 知っていま
したか？

2月14日 米国規格協会(ANSI)は、米国土木学会(ASCE)による将来のインフラに
関するウェブサイト公開やE-commerceの取引保証に関するISO/TC 

321に対応する米国内の標準化活動を紹介
 ANSI会員のASCEは、技術の進展が社会変革にどのような影響を与え、その変
革に対して技術者がどのようにインフラシステムを設計、建設、運営、維持できる
かを示したウェブサイト「Future World Vision」を公開

 Future World Vision 概要：
 エンジニアと建設環境にとっての変化のドライバーとなる6つのメガト
レンドを提示
 代替エネルギー
 自動運転
 気候変動
 スマートシティ
 ハイテク建設
 政策とファンディング

 未来の理解の基礎となる4つのシナリオを提示
 強靭な街：気候変動の都会、沿岸都市への影響
 先進的なメガシティ：極度な都市化が、技術、都市計画における政
府の行動を促進

 分散的な居住：再エネ、通信技術の進歩が、従来の都市からの移
住を促進

 不平等な居住地：自動運転により富裕層が裕福な居住地から通勤
 ANSIのExecutive Standards Council (ExSC) は、 ISO/TC 321 Transaction 

assurance in E-Commerceにおける米国からのTechnical Advisory 

Group(TAG)への派遣を公認したほか、ASC X9, Inc.をTAGの運営者に指名

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=2

51aac42-

e19a-

4521-

a018-

ec6cb9b61

e0e

再掲
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米国 7-U4 米国規格協
会(ANSI)は、
消費者事故
調査に関す
る新たな
ISO規格提
案へのコメ
ントを募集

2月18日 米国規格協会(ANSI)は、ISOによる消費者事故調査に関する
新プロジェクト委員会(PC)提案(Consumer Incident Investigation 

Guideline)について米国内の関係者からのコメントを募集
(3月27日まで)

 提案概要：
 ISOの消費者利益に関する政策委員会ISO COPOLCOが提案する
消費者事故調査に関する規格策定を提案
 策定規格においては、消費者が製品やサービス、施設などの使用
中での怪我、死亡を対象とし、事故の再発や消費者の安全に寄与
する調査について規定

 また、民間、公的、非営利問わず消費者事故調査を行う様々な主
体による活用を想定

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=4
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米国 7-U5 米国のリー
ダーたちは、
シェアリング
エコノミーの
国際規格
策定を支援

2月18日 米国規格協会(ANSI)とテクノロジー標準化コンソーシアムOASISは、
テック企業などから専門家を集め国際標準化機構(ISO)のシェアリング
エコノミーに関する技術委員会ISO/TC 324への米国技術諮問委員会
(TAG)を組成

 ISO/TC 324(シェアリングエコノミー)概要：
 交通、人材派遣、宿泊、小売り、メディアの5分野において、リスク低減、
資産保護、管理、リソーシングなどの領域を検討

 先ずは用語や指針、シェアリングエコノミーの方法論のオペレーション
化に着手する予定

 次回総会は、6月22日～24日にフランスで開催予定
 TAG概要：

 衣料品サブスクリプションサービスなどを提供するCaaStleのTim 

Hirschが議長、MicrosoftのStephanie Beers氏が副議長を担当
 eBayやUberなど、オンラインプラットフォームやイノベーティブなス
タートアップ、テクノロジー企業、金融企業らが参画

 米国企業にとって重要な論点をISO/TC 324において推進
 OASIS概要：

 シェアリングエコノミーやサイバーセキュリティ、プライバシー、暗号化、
クラウドコンピューティング、IoT、法務、危機管理、ARなど幅広いテク
ノロジー関連領域における規格策定やオープンソースプロジェクトを
実施するコンソーシアム

 企業や公的機関、研究機関など100以上の国に会員を保有

OASIS
https //ww

w oasis-

open.org/pr

-us-tag-

sharingeco

nomy
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米国 7-U6 米国議会は、
クレジット
カードの不
正利用が増
える中で、
現金が王様
かを議論

2月18日 決済システムの業界団体Secure Payments Partnership(SPP)の
顧問弁護士は、米国においてカード決済の不正が増えているとして、より
安全な決済規格の策定を提言

 背景：
 2017年、クレジットカードやデビットカードによる決済割合が現金決済
を上回る結果に

 一方で、カード決済に関連する不正の件数も増加
 提言の内容：

 消費者による決済を保護するElectronic Fund Transfer ActやTruth 

in Lending Actが存在するものの、モバイル決済、ウェアラブルデバイ
ス決済、バイオメトリックス等技術革新に法制度が追い付いていない
と指摘

 更に、VISAやMastercardなどのカード事業者が、カード決済規格
EMVCoのセキュリティ改善のための改訂に消極的であると批判

 銀行や信用組合、テック企業、消費者団体、商店などの知見も生かし
た、イノベイティブで、安全、透明なカード決済規格の策定を提案

Morning 

Consult

https //mor

ningconsult

com/opinio
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中国 7-C1 金融業界規
格「オンライ
ンバンキン
グシステム
の情報セ
キュリティに
関する一般
仕様」が
発行

2月21日 中国人民銀行が改訂金融業界規格「オンラインバンキングシステムの
情報セキュリティに関する一般仕様(JR / T 0068-2020)」を発行
(2月5日)

 改訂の背景：
 オンラインバンキングシステムにおけるモバイルインターネットやクラ
ウドコンピューティングなどの新技術の適用及びオンラインバンキング
の普及

 規格概要：
 オンラインバンキングシステムのセキュリティ技術要件、セキュリティ
管理要件、および業務運用セキュリティ要件を規定し、オンラインバン
キングシステムの構築、運用、および評価方法を提供

 銀行金融機関が運営するオンラインバンキングシステムに適用され、
オンライン金融サービスを提供する他の金融機関のビジネスシステム
は本規格の参照が必要

 起草者：
 中国人民銀行科学技術部

全国金融
標準化技術
委員会
(SAC/TC180)

http //www.

cfstc.org/jin

biaowei/29

29436/297

5897/index

html

再掲

http://www.cfstc.org/jinbiaowei/2929436/2975897/index.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.2995

【情報収集結果】中国における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(2/2)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(14/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

中国 7-C2 国務院共同
予防抑制機
構が2月27
日15時に北
京国国二招

宾馆東館3
階(北京市
西子門南街
6号)のミド
ルホールで、
違法な野生
生物市場取
引の禁止と
取締りの導
入に関する
記者会見を
開催

2月27日 市場監督管理総局がオンライン/オフラインでの違法な野生生物取引の
取締りを実施
 全国の市場監督管理部門が、140万のEコマースプラットフォームおよびウェブサ
イトをモニタリングし、1万7,000のオンラインストア及びアカウントを閉鎖、14万件
の関連取引情報を削除・ブロック

中国政府
http //www.

gov.cn/xin

wen/gwylflk

jz34/index.

htm

http://www.gov.cn/xinwen/gwylflkjz34/index.htm
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ベトナ
ム

7-A1 ベトナムは
電子決済企
業の外国人
所有権を制
限する計画
を廃止

2月11日 ベトナム中央銀行(SBV)が電子決済企業の外国人所有権を49％に制限
しないことを決定

 決定理由：
 電子決済業が外資の技術に依存していることから、外国人所有権を
制限すると業界及びフィンテック部門全般への外資減少につながると
の懸念あり

 一部の電子決済企業の外国人所有権がすでに49％を超えていること
による、企業に対する規制変更の影響に対する懸念あり

VN Express
https //e.vn

express ne

t/news/busi

ness/indust

ries/vietna

m-scraps-

plans-to-
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foreign-
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in-e-
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firms-

4053417.ht

ml

マレー
シア

7-A2 マレーシア
の州がオン
ライン支払
い促進のた
め「eウォ
レット」を
採用

2月20日 2017年11月に開始したサラワク州に続き、マレーシア・サバ州で、独自の
デジタルウォレット(eウォレット)を開始
 27の州政府省庁及び28の企業・団体がサバペイに参加しており、今年末までに、
サバ州政府省庁の80〜90％がサバペイプラットフォームに参加予定

 2017年11月に開始したサラワク州に続き、2州目での取り組み
 eウォレットの加入者は、国土調査局、水局、環境保護局、獣医サービスなどの州
政府機関に支払いを行うことが可能

 マレーシア政府は、eウォレットの登録を促進するために30マレーシアリンギット
(US $ 7)の電子クレジットを提供する「E-Tunai Rakyat」プログラムを実施。また、
DuitNow QRと呼ばれる、キャッシュレス支払いのための国家QRコード規格も
作成

Global 

Government 

Forum

https //ww

w globalgo

vernmentfo

rum com/m

alaysian-

states-

adopt-e-

wallets-to-

encourage-

online-

payments/

タイ 7-A3 タイの大学
がデータ
保護認定を
開始

2月25日 タイ国立開発行政研究院(NIDA)が、今年5月に施行される個人データ
保護法(PDPA)に対応するためのデータ保護責任者(DPO)向けトレーニ
ング及び認定プログラムを開設
 タイ国立開発行政研究院(NIDA)が、今年3月17日から、DPO、コンプライアンス、
法律、情報セキュリティの専門家を対象とした国際プライバシー専門家協会
(IAPP)認定トレーニングを提供開始

 今年後半からは、コースの参加者はIAPPのCIPM(Certified Information 

Privacy Manager)認定を取得することも可能

Computer 

Weekly.com

https //ww

w compute

rweekly.co

m/news/25

2479078/T

hai-

university-

to-roll-out-

data-

protection-

certification

再掲

再掲

再掲

https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnam-scraps-plans-to-limit-foreign-ownership-in-e-payment-firms-4053417.html
https://www.globalgovernmentforum.com/malaysian-states-adopt-e-wallets-to-encourage-online-payments/
https://www.computerweekly.com/news/252479078/Thai-university-to-roll-out-data-protection-certification
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【情報収集結果】ASEANにおける電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(2/2)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(16/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

タイ 7-A4 次世代テク
ノロジーの
ガバナンス：
ビッグデー
タ、AI、Eコ
マースに
おける個人
データ保護
法

2月5日 タイ電子取引開発庁(ETDA)が、「デジタルアジアのハブ、タイ」と題した
セミナーを開催(2月5日)
 ビッグデータ、AI技術の利用、およびEコマースにおける個人データ保護法への
対応準備について、個人データ保護委員会事務局長など、政府の専門家がプレ
ゼンテーションを実施

タイ電子取引
開発庁(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/g

overnance-

of-next-

gen-

technologi

es-big-

data-ai-

and-pdpa-

in-e-

commerce.

html

再掲

https://www.etda.or.th/content/governance-of-next-gen-technologies-big-data-ai-and-pdpa-in-e-commerce.html
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【情報収集結果】国際における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(1/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(17/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

国際 7-O1 消費者保証
の新しい基
準により、サ
プライチェー
ン上の全員
を同じ内容
で保護

2月21日 ISOが電子商取引における消費者保護に関する新規規格を策定したこと
を紹介

 規格名称：
 ISO 22059：Guidelines on consumer warranties/guarantees

 策定機関：
 ISO / PC 303：Guidelines on consumer warranties and 

guarantees

 策定目的：
 消費者にとって不本意な状況が発生する可能性を減らし、製造業者と
供給業者を保護

 電子商取引で発生するあらゆる側面に対する信頼の向上
 規定内容：

 健全な保証または消費者の合理的な期待を満たす保証に必要なもの
を明確化

 対象内外の特定、対象期間、メーカーまたはサプライヤーの消費者へ
の期待を正確に記載

 製品に障害が発生した場合の是正措置を包含

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref248

2.html

https://www.iso.org/news/ref2482.html
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【情報収集結果】国際における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(2/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(18/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

国際 7-O2 eコマースプ
ラットフォー
ムShopify
が
Facebook
のデジタル
通貨Libra
運営団体に
加盟

2月22日 eコマースプラットフォームShopifyはLibra Associationの会員となる
ことを発表、1000万ドル(約11億円)を拠出予定

 加盟の理由：
 業者の手数料抑制の支援
 発展途上国への商業機会の提供

 加盟後Shopifyの恩恵：
 Libra Association評議会の投票権を獲得
 Libraからの利子による配当金獲得

 Libra Associationのメンバー：
 加盟中：FacebookのCalibra、Shopify、PayU、Farfetch、Lyft、

Spotify、Uber、Illiad SA、Anchorage、Bison Trails、Coinbase、
Xapo、Andreessen Horowitz、Union Square Ventures、
Breakthrough Initiatives、Ribbit Capital、Thrive Capital、Creative 

Destruction Lab、Kiva、Mercy Corps、Women’s World Banking

 以前加盟していたが離脱：Vodafone、Visa、Mastercard、Stripe、
PayPal、Mercado Pago、Bookings Holdings、eBay

TechCrunch 

Japan

https //jp.te

chcrunch.c

om/2020/0

2/22/2020-

02-21-

shopify-

libra/

https://jp.techcrunch.com/2020/02/22/2020-02-21-shopify-libra/
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【情報収集結果】国際における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(3/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(19/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

国際 7-O3 G20、デジタ
ル課税で米
欧に溝 年
内決着に暗
雲も
財務相会議
で原案承認
米の「骨抜
き案」火種
に

2月24日 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議は経済のデジタル化に
対応した国際的な法人課税ルールの原案を承認、共同声明を発表
(2月23日)

 共同声明内容：
 経済協力開発機構(OECD)を中心に約140カ国・地域がまとめた事務
局案を支持し、2020年末までの最終合意に向けて取り組む方針を
明記

 各国の動向：
 米国：「セーフ・ハーバー(適用除外)」に言及。新ルールを使うのかどう
かの判断を企業に委ねる「選択制」と解釈され、国際デジタル課税を
「形骸化する狙いか」と批判を受けている状況

 フランス：経済格差に不満を持つ労働者デモが発端となり、2019年に
先頭を切って独自のデジタル税を推進

 イタリアやスペイン、オーストリアも世論の不満を背景にフランスに
追随

 年内決着へ弾みをつける狙いだが、11月の大統領選を控え慎重な
米国と、前のめりな欧州の溝が明確化

日本経済新聞
https //ww

w nikkei.co

m/article/D

GXMZO55

989890T20

C20A2NN1

000/

再掲

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55989890T20C20A2NN1000/
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【情報収集結果】国際における電子商取引(Eコマース)分野の標準化動向(4/4)

電子商取引(Eコマース)分野関連記事詳細(20/20)

電子商取引(Eコマース)テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

電子
商取引
(Eコ
マース)

国際 7-O4 会議では、
ソーシャルメ
ディアの自
由とセキュリ
ティの強化
を推奨

2月18日 MENAFNは「ソーシャルメディア：自由を促進し、活動家を保護するため
の課題と方法」と評する2日間の国際会議が開催されたと発表

 主催者：
 国家人権委員会(NHRC)、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、
欧州議会、国際ジャーナリスト連盟(IFJ)、国家人権機関のグローバル
アライアンス(GANHRI)

 会議開催概要(抜粋)：
 会議にて、国家、ソーシャルメディア企業、人権団体及びその他の利
害関係者に対する一連の勧告を提案

 ソーシャルメディア企業への一連の推奨事項を提示
 例：ソーシャルメディア企業が国際人権法を参考し、オンライン
の市民空間の保護を確保する企業の責任を果たすことを推奨)

 ソーシャルメディアプラットフォームにけるヘイトスピーチへの対応と、
宗教的少数派等に対する暴力や差別を扇動について議論

MENAFN
https //men

afn.com/10

99719849/

Conferenc

e-

recommen

ds-

enhancing-

social-

media-

freedom-

and-

security

再掲

https://menafn.com/1099719849/Conference-recommends-enhancing-social-media-freedom-and-security
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テーマ別情報一覧

2月のピックアップ

テーマ別情報詳細

1. ファイナンス

2. ヘルスケア

3. スマートマニュファクチャリング

4. モビリティ

5. 資源循環

6. エネルギーマネジメント

7. 電子商取引(Eコマース)

8. 共通
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(1/14)

共通分野関連記事詳細(1/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 ドイツ 8-E1 CEN及び
CENELEC
のBSIのメン
バーシップ

2月5日 DINはBrexitに伴うCENELECにおけるBSIのメンバーシップ検討方針に
ついて発表
 移行期間中はEUと英国の間で行われた政治的合意または取り決めに関係なく、

BSIはCEN及びCENELECのメンバーのすべての権利と義務を維持
 メンバーシップに関する討議：

 CEN及びCENELECの総会にて2020年12月31日までの移行期間中、
BSIを加盟メンバーとして扱うことを決定(2018年11月)

 CEN及びCENELECの取締役会は、総会での採択の提案に投票。
BSIを加盟メンバーとして扱う期間を2022年1月1日まで継続予定
(2019年末)

 CENとCENELECの総会は上記提案を決定予定(2020年6月)

 今後の動き：
 CEN及びCENELECの総会は、評価を考慮して、CEN及び

CENELECにおけるBSIのさらなるステータスを決定予定

Deutsches 

Institut für 

Normung 

.(DIN)

https //ww

w din de/de

/din-und-

seine-

partner/pre

sse/mitteilu

ngen/mitgli

edschaft-

von-bsi-in-

cen-und-

cenelec-

704386

欧州 8-E2 ヨーロッパ
がAIの新た
な厳しい
ルールを
検討

2月17日 Bloombergは、欧州委員会が2月にAI政策に関するホワイトペーパーを
発出する予定であると発表
 EUは、現代技術が倫理的な方法で開発及び使用されることを保証する目的で、

AIの開発者に対する新しい法的拘束力のある要件を検討中
 検討内容：

 ヘルスケアや輸送などの「ハイリスクセクター」に適用される新しい
ルールを提案

 「AIホワイトペーパー」の草案に従い、AIに関する安全及び責任に
関する法律の更新を提案

 今後の動き：
 欧州委員会は2月中旬に提案を発表予定

Bloomberg 

Law

https //new

s bloomber

glaw.com/t

ech-and-

telecom-

law/europe

-mulls-

new-

tougher-

rules-for-

artificial-

intelligence

https://www.din.de/de/din-und-seine-partner/presse/mitteilungen/mitgliedschaft-von-bsi-in-cen-und-cenelec-704386
https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/europe-mulls-new-tougher-rules-for-artificial-intelligence
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(2/14)

共通分野関連記事詳細(2/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E3 責任者が
Facebook
はEUの基
準に適応す
る必要があ
ると言及

2月17日 EUの業界委員Thierry Breton氏は、Facebookが提案しているインター
ネット規則が不十分であるとして批判し、Facebookが欧州の基準に順応
すべきと主張
 Facebookが発行したディスカッションペーパーを却下

 ディスカッションペーパーにおける提案内容：
 「侵入的規制」を拒否
 企業がコンテンツを定期的に規制当局へ報告し、施行データを公開す
る緩和規制

 新規規制の策定の必要性についても言及
 新たに発表予定の規制：

 EUの産業データ群の活用を考慮し、Facebook、Google及び
Amazonの優位性へ挑戦することを目的する提案を発表予定(2月19
日)

 AIの使用を管理する規則も発表予定(2月19日)

 オンラインプラットフォームを規制し、その責任を明確にするデジタル
サービス行為の一環として、厳格なルールの採用要否を決定予定
(2020年末)

CNBC
https //ww

w cnbc.co

m/2020/02/

17/eu-

industry-

chief-tells-

facebook-

ceo-

zuckerberg

-to-adapt-

to-eu.html

https://www.cnbc.com/2020/02/17/eu-industry-chief-tells-facebook-ceo-zuckerberg-to-adapt-to-eu.html
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(3/14)

共通分野関連記事詳細(3/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E4 Apple、
Google、
Facebook
の幹部が
EUのAI新イ
ニシアチブ
発表前にブ
リュッセル詣
で

2月18日 Appleを含むテクノロジー企業の幹部が欧州委員会に対しロビー活動を
実施したと発表
 EUは世界的に機械学習に大きな影響を与える可能性のあるAIに関する規制を
設定することを目指し、AI政策の最初のドラフトを公開予定

 直近の主要会談・主張概要：
 GoogleのCEO、スンダー・ピチャイ氏は1月にブリュッセルを訪れ、欧
州委員会幹部と会談。ピチャイ氏は同日にFinancial Timesへの寄稿
で「AIは法による規制が絶対に必要」と主張

 Appleの機械学習＆AI戦略担当上級責任者は欧州委員会幹部と
会談(2月5日)

 Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOは、ヴェスタヤー氏と会談。
ザッカーバーグ氏は、ネット規制強化は政府が主導すべきだと主張
(2月17日)

Itmedia
https //ww

w itmedia.c

o.jp/news/a

rticles/2002

/18/news05

8.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2002/18/news058.html
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(4/14)

共通分野関連記事詳細(4/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E5 欧州委員会
のデジタル
パッケージ：
ヨーロッパ
のデジタル
の未来に向
けたロード
マップ

2月19日 Orgalimは欧州委員会が欧州のAI分野等デジタル優先事項に焦点を
当てた文書を複数発行したことを紹介

 発出された文書：
 「AI-卓越性と信頼への欧州のアプローチ」に関するホワイトペーパー
 AI、IoT、ロボット工学の安全性と責任への影響に関するレポート
 「欧州データ戦略」に関するコミュニケーション
 「ヨーロッパのデジタル未来の形成」に関するコミュニケーション

 関連するOrgalimの活動：
 欧州全域の加盟協会と緊密に協力し、EUがデジタルの可能性を最大
限に活用できるようにするために、当実現フレームワークをどのように
形成するかについての提言を積極的に推進

 データ分野では、ポジションペーパーを発表。産業データの将来のエ
コシステムを拡大し、スマートマニュファクチャリングのための共通の
ヨーロッパデータスペースを実現するために必要な事項を概説

 AI分野では、産業AIに関するマニフェストを発行(1月)。EUおよび各国
の政策立案者に、世界市場向けの世界をリードする信頼可能なAIソ
リューションのプロバイダーとして、ヨーロッパのテクノロジー産業を支
援する行動を優先するよう要求

Orgalim
https //ww

w orgalim.e

u/news/co

mmissions-

digital-

package-

roadmap-

towards-

europes-

digital-

future

https://www.orgalim.eu/news/commissions-digital-package-roadmap-towards-europes-digital-future
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【情報収集結果】欧州における共通分野の標準化動向(5/14)

共通分野関連記事詳細(5/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E6 欧州のデジ
タル未来の
形成：欧州
委員会、
データとAI
の戦略を
発表

2月19日 欧州委員会が個人データとAIに関する戦略及び関連するホワイト
ペーパーを発表 (2月19日)
 今後5年間、委員会はデジタル領域の3つの重要な目標に焦点を当て、戦略の一
環としてデータプラットフォームとAIアプリケーション構築のために約25億ユーロ
(約3000億円)の投資を提案

 人々のために働くテクノロジー
 公正かつ競争的な経済
 開かれた、民主的で持続可能な社会

 戦略の一環としてデータプラットフォームとAIアプリケーション構築のために約25
億ユーロ(約3000億円)を投資することも提案

 データ共有のインセンティブを作成し、個人データ保護、消費者保護、
競争ルールなどの欧州の価値と権利に準拠する、データアクセスと
データ使用に関する実用的で公正且つ明確な規制の確立

 EU及び全ての関係者がデータ経済の機会を把握可能とする技術シ
ステムと、次世代のインフラストラクチャの開発支援

 産業製造、グリーン取引、モビリティ、健康などの分野で欧州のデータ
スペースを構築するために、部門ごとに特定のアクションを開始

 戦略と同時にホワイトペーパーも発出
 文書名：White Paper on Artificial Intelligence: a European 

approach to excellence and trust

 5月19日までパブリックコメントを募集中

欧州委員会

Itmedia

https //ec.e

uropa.eu/c

ommission/

presscorne

r/detail/en/i

p 20 273

https //ww

w itmedia.c

o.jp/news/a

rticles/2002

/20/news06

0.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_273
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2002/20/news060.html
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共通分野関連記事詳細(6/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E7 グーグル、
英ユーザー
のデータ管
轄先をEU
から米国に
移管へ

2月20日 グーグルは英国ユーザーの個人データについて、規制の管轄をEUから
米国に移管する計画を発表 (12月19日)、英国ユーザーへ、規制管轄地
域の変更を含めた新サービスの条件に承諾を求める方針

 背景：
 グーグルなど米国のハイテク企業は欧州本部をアイルランドに配置
 英国のEU離脱に伴う措置で、取り扱いに注意が必要なデータ数千万
人分の保護が弱まり、英司法当局によるこれらのデータを今までより
も入手が容易化

 EUを離脱した英国が、GDPRを採用するか別の個人情報保護ルー
ルを策定するか不透明なことから、英国ユーザーをアイルランドの管
轄下から移管を決定

REUTERS
https //jp.re

uters.com/

article/goo

gle-

privacy-eu-

idJPKBN20

D2U2

ドイツ 8-E8 VDEがAI向
けの最初の
国際的に合
意された倫
理的ラベリ
ングを開発

2月20日 VDEは「AIの倫理的ラベル付け」によるリスクチェックをEU委員会と欧州
議会の代表者に提示予定であることを発表(3月17日)
 VDEはEU委員会によって公開された自動化システムとAIの不利益から消費者を
保護するというAIホワイトペーパーを歓迎

 VDEはAI倫理に関する議論のさらに一歩進んだ、透明で差別化された方法によ
るAIの倫理性を表すために使用可能なモデルを開発

 倫理的ラベリングのVDEモデル：
 家庭用品にて既に実証済みのエネルギー効率ラベリングと同様に、プ
ライバシーの保護、透明性、差別の禁止など、AIシステムのプロパ
ティを可視化

 意図的に品質のyes / noのシールではなく、重要な特性の段階的なラ
ベル付けを実施

VDE
https //ww

w.vde.com/

de/presse/

pressemitt

eilungen/v

de-ethik-

kennzeichn

ung-ki

https://jp.reuters.com/article/google-privacy-eu-idJPKBN20D2U2
https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/vde-ethik-kennzeichnung-ki
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共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国/
欧州

8-E9 テクノロジー
規格協力を
通じて、AIを
米国・英国
デジタル貿
易に統合：
金融サービ
ス、自動車、
医薬品

2月24日 米国のソフトウェア業界団体SIIAの上級副会長Carl Schonander氏は、
米国・英国自由貿易協定にAIに関連する規格協力を盛り込むことを提案

 背景：
 英国産業連盟(CBI)のDame Carolyn Fairbairn会長が、シンクタンク
大西洋評議会の会合において米国・英国自由貿易協定にEコマース、
フィンテック、AI、自動運転などの領域における規格協力を盛り込むこ
とを提案

 Schonander氏の提言要旨：
 規格は技術的中立性を保ちながら革新的な技術活用を促すことが可
能であり、OECD AI PrinciplesやISO、米国国立標準技術研究所
(NIST)の規格、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)といった先行す
る貿易協定などを参考に、AIに関する規格策定協力を米国・英国自
由貿易協定に盛り込むべき

 提言で言及された協力領域：
 金融：AIシステムに対する技術、倫理監査、・ロボットアドバイザー、顧
客確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)、オルタナティブデータ
活用

 自動運転：プライバシー保護
 医薬品：創薬、プライバシー保護

SIIA
https //ww

w siia net/b

log/index/P

ost/79851/I

ntegrating-

AI-in-U-S-

UK-Digital-

Trade-

Through-

Technical-

Standards-

Cooperatio

n-

Financial-

Services-

Cars-and-

Pharmaceu

ticals

https://www.siia.net/blog/index/Post/79851/Integrating-AI-in-U-S-UK-Digital-Trade-Through-Technical-Standards-Cooperation-Financial-Services-Cars-and-Pharmaceuticals
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共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 ドイツ 8-E10 VDEの調査
「技術的主
権」：5G、マ
イクロエレク
トロニクス、
AIがビジネ
ス拠点とし
てのドイツ
の将来を
決定

2月24日 VDEはIndustrie 4.0やAIに係る国家としての政策・ステップに係る
ポジションペーパー「技術的主権」を発表

 記載内容(抜粋)：
 ドイツがその強力な技術志向を活用し、より機敏で柔軟な、何よりも速
くなり、より明確に位置付けられるようになる方法についても概説

 Industrie 4.0,技術分野AIのバリューチェーンとキーテクノロジー5Gを
使用して、政治とビジネスが今どのステップを踏む必要があるか分析

 情報通信技術(ICT)の中心技術分野に対する行動のための具体的な
勧告を策定

 学校、大学、トレーニング専門職、職場でのトレーニングとさらなる教
育を早急に開発する必要があることを推奨

 特にICT、ソフトウェア、AI環境では、米国と中国がドライバーとなって
おり、システムの設計を決定。ドイツとヨーロッパは、国際標準化の協
力を通じて独自の要件を実施する必要有。国際的に受け入れられる
技術提案の基礎を作るために、健全な研究と協力が必要

 あわせて、VDE Tec Summitを開催することを紹介(2月26日~27日@ベルリン)

 実施内容：
 セキュリティの分野の主要な会議、28のセッション、3つの本会議、さ
まざまなインタラクティブ形式付随する展示会を実施予定

VDE
https //ww

w.vde.com/

de/presse/

pressemitt

eilungen/te

chnologisc

he-

souveraeni

taet

https://www.vde.com/de/presse/pressemitteilungen/technologische-souveraenitaet
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 ドイツ 8-E11 ボッシュ：人
工知能の活
用に関する
「越えてはな
らない一線」
を策定

2月25日 ボッシュがインテリジェントな製品におけるAIの活用に関してガイドライン
を発行したことを紹介
 ボッシュは、AIを用いた信頼できる製品の提供を目指し、自社のAI倫理指針にあ
る「AIを用いた意思決定においては、いかなる場合も人間が最終判断を下さなく
てはならない」という原則に基づきガイドラインを策定

 AI倫理指針のガイドライン概要：
 ボッシュの全てのAI製品は、社会的責任を持って技術革新を追求す
る「Invented for life」の精神を反映したものでなくてはならない

 人々に影響を及ぼすAIの意思決定に関しては、人間が最終判断を下
さなくてはならない。むしろAIは人々のための道具として用いられるべ
きである

 ボッシュは、安全かつロバストで説明可能な AI 製品の開発を目指す
 信頼はボッシュの基本的なバリューのひとつである。ボッシュは信頼
できるAI製品の実現を図る

 AI製品を開発する際は、法的要件および倫理指針に準拠する

Mortor-Fan
https //mot

or-

fan.jp/tech/

10013729

https://motor-fan.jp/tech/10013729
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E12 欧州委、
「データの単
一市場」を
提唱

2月25日 JETROは、欧州委員会がデータ分野における政策文書「欧州データ戦
略」を、「ヨーロッパのデジタル未来の形成」と「AI-卓越性と信頼への欧州
のアプローチ」とともに、発表したことを紹介

 「欧州データ戦略」概要：
 EUでは域内の企業や公共機関が生成するデータが秘める可能性を
生かしきれていないと指摘

 データによる変革を促進し、企業や市民にもたらす恩恵を拡大するた
めに「データの単一市場」である「欧州データ空間」を構築することを
目標として設定

 現在意見募集を行っており、得られた意見を基に、データを活用した
経済発展の支援に向けてさらなる取り組みを行う方針

 今後の予定：
 欧州委員会は、データ共有に向けたインセンティブや実践的且つ公
平・明確なデータへのアクセス・利用ルールを含む、企業間、行政機
関間及び官民間でのデータのガバナンス・アクセス・再利用に関する
規制枠組みを提案予定

 信頼性の高い省エネ型のクラウド・インフラへの投資など、データの活
用を可能とするシステムと次世代インフラの開発を支援するとともに、
製造業や欧州グリーンディール、モビリティー、医療分野などのデータ
については分野別に特定の取り組みも行う意向

JETRO
https //ww

w jetro.go.j

p/biznews/

2020/02/bb

1c44bc79a

da794.html

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/bb1c44bc79ada794.html
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共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E13 欧州委員会
の「デジタル
ウィーク」：
簡単な更新

2月25日 Ecommerce Europeは、欧州委員会が今後数年間のデジタル経済に
対する欧州委員会の戦略の詳細を概説する3つの主要な出版物を公開
したと発表(2月19日)

1. 「ヨーロッパのデジタル未来の形成」に関するコミュニケーション
 人々のために働くテクノロジーについて、人々の日常生活に真
の違いをもたらすテクノロジーの開発、展開及び取り込み

 2020年第4四半期にデジタルサービスの内部市場を深めるた
めの新しいルールを導入し、2020年第4四半期にeIDAS規制
を改訂、2021年に循環電子機器イニシアチブを開始することに
より、持続可能な社会を構築

2. 欧州のデータ戦略に関するコミュニケーション
 EUをデータアジャイル経済の最前線に維持するための政策措
置と投資の戦略を概説

 単一のヨーロッパデータスペースの作成を発表
3. AIに関するホワイトペーパー、AI、IoT、ロボット工学の安全性と責任

への影響に関するレポート
 ホワイトペーパーは、AIが「信頼のエコシステム」を確立するた
めの規制の枠組みを提示

Ecommerce 

Europe

https //ww

w ecomme

rce-

europe.eu/

news-

item/the-

european-

commissio

ns-digital-

week-a-

brief-

update/

ドイツ 8-E14 意思形成と
決定を支援

2月26日 電子タバコ及びサイバーに係るDKEの委員会及び小委員会における
委員として、技術専門家を募集中

 募集中の委員会：
 電子タバコの安全面の標準化(DKE / UK 511.10)

 ETSI TC CyberのDKEミラー委員会
 ETSI EN 303 645 - Cyber Security for Consumer Internet of 

Thingsの開発

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/mitmach

en/mitgest

alten-und-

mitentschei

den

https://www.ecommerce-europe.eu/news-item/the-european-commissions-digital-week-a-brief-update/
https://www.dke.de/de/mitmachen/mitgestalten-und-mitentscheiden
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E15 ETSIは、第
5世代の固
定ネットワー
クで新しい
グループを
立ち上げ、
ファイバー
からホーム
へ、そして
ファイバー
からすべて
へのパラダ
イムをシフト

2月26日 第5世代の固定ネットワークの指定に特化した新規グループ(ETSI ISG 

F5G)のキックオフミーティングをETSI施設にて開催(2月20〜21日)
 キックオフミーティング内容：

 グループのメンバーはTIMのLuca Pesando博士をISGの議長に選出
 取り組むべき5つの分野を定義

1. F5Gユースケース：ユースケースには、消費者と企業へのサー
ビスが含まれ、特定された新しい技術要件に関する影響に基づ
いて選択

2. F5Gテクノロジーと標準の展望：F5Gユースケースのテクノロ
ジー要件を調査し、既存のテクノロジーを調査し、ギャップ分析
を実行

3. 固定ネットワーク世代の定義：推進力と、トランスポート、アクセ
ス、オンプレミスネットワークを含む固定ネットワークの進化の
経路を評価。また、異なる世代を区別する主要な特性を識別し、
それらを定義

4. F5Gのアーキテクチャ：こオンプレミス、アクセス、IP及びトラン
スポートネットワークを含む、F5Gのエンドツーエンドネットワー
クアーキテクチャ、機能、関連するネットワークデバイス/要素の
要件を指定

5. F5Gの体感品質：新しいブロードバンドサービスのエンドツーエ
ンドの体感品質(QoE)要因を指定。サービスのパフォーマンス
に影響を与える一般的な要因を分析し、各サービスに関連する
QoE要因を特定

 ETSI ISG F5Gの目的：
 5Gがモバイルネットワークと通信にもたらした利点を一致させ、さらに
強化するために必要な固定ネットワークの進化を研究

European 

Telecommunic

ations 

Standards 

Institute 

(ETSI)

https //ww

w etsi.org/n

ewsroom/p

ress-

releases/1

723-2020-

02-etsi-

launches-

new-group-

on-5th-

generation-

fixed-

network-

shifting-

the-

paradigm-

from-fibre-

to-the-

home-to-

fiber-to-

everything-

everywher

e

https://www.etsi.org/newsroom/press-releases/1723-2020-02-etsi-launches-new-group-on-5th-generation-fixed-network-shifting-the-paradigm-from-fibre-to-the-home-to-fiber-to-everything-everywhere
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共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 欧州 8-E16 「注目の欧
州の産業戦
略」を発表

2月26日 Orgalimはイベント「注目の欧州産業戦略」を主催することを発表

(3月31日(予定) @ブリュッセル)
 欧州レベルの政策がテクノロジー企業の将来の環境をどのように形成しているか
の具体的に例示

 討議予定内容：
 産業用AIと既存の法律への影響
 国内市場の強化–欧州標準化のための「ニューディール」の時期
 ヨーロッパのグリーンディール気候野望を支える循環経済

 デジタルトランスフォーメーションからグリーンディールまで、欧州
のテクノロジー産業に影響を与える具体的な政策選択は何であり、
今後の課題にどのように対応可能か討議予定

Europe’s 

Technology 

Industries 

(Orgalim)

https //ww

w orgalim.e

u/news/pre

senting-

european-

industrial-

strategy-

focus

https://www.orgalim.eu/news/presenting-european-industrial-strategy-focus
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共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 ドイツ 8-E17 貿易円滑化
と安全な製
品の場合

2月3日 DKE/VDEはドイツとインドの品質インフラワーキンググループの第7回
年次会議を開催したと発表(1月16日~17日@ニューデリー)

 参加人数：
 ドイツ：連邦経済エネルギー省(BMWi)、電気工学・電子情報技術委
員会(DKE)、規格協会(DIN)、フィジカリシュ技術研究所(PTB)、
VDMAやVDA等ドイツの企業や業界団体の代表者

 インド：消費者問題、エレクトロニクス及び情報技術、重工業、インドの
標準化機関(BIS)、インド産業協会(CII)の各省の代表者

 計約80人が参加
 背景：

 ドイツとインドは、経済的及び技術的な協力を強化し、技術的な貿易
障壁を減らし、製品の安全性を高める目的で、2013年にワーキング
グループを設立

 連邦経済エネルギー省(BMWi)とインド消費者省(MoCAF＆PD)は、
標準化、認定、適合性評価、計測、製品安全性、市場監視の分野で
他省庁の関与に協力

DKE/VDE
https //ww

w dke.de/d

e/arbeitsfel

der/normun

g-

politik/new

s/deutsch-

indische-

arbeitsgrup

pe-setzt-

kooperatio

n-fort

https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/normung-politik/news/deutsch-indische-arbeitsgruppe-setzt-kooperation-fort
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共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U1 イーソルが
推進する
SHIMが国
際標準規格
IEEE Std 

2804として
認定

2月6日 IEEEにおいて、マルチ・メニーコアのソフトウェア・ハードウェアインター
フェース(SHIM)についての規格が「IEEE Std 2804-2019」として発行

 策定WG概要：
 名称：IEEE Computer Society/Design Automation/Software-

Hardware Interface for Multi-many-core Working Group 

 設置時期：2020年2月に
 目的：マルチ・メニーコアのソフトウェア・ハードウェアインターフェース

(SHIM)をソフトウェア設計の観点からアーキテクチャの記述標準を定
義し、マルチ・メニーコアツールを有効にするための重要なハードウェ
ア プロパティを抽象化するXMLスキーマを提供

 規格名称：
 2804-2019 - IEEE Standard for Software-Hardware Interface for 

Multi-Many-Core

PR TIMES
https //prti

mes jp/mai

n/html/rd/p/

000000011

00004238

8.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000042388.html
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地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U2 連邦レベル
のプライバ
シー法によ
り、テック企
業をチェック
し続けること
が可能

2月3日 フィナンシャルタイムズは、米国の連邦レベルでのプライバシー保護法
制定に向けて、カリフォルニア州の消費者プライバシー保護法(CCPA)や
EU一般データ保護規則(GDPR)を参考に実効性のある法整備を求める
記事を発表

 背景：
 CCPAが施行したほか、ワシントン州上院がより厳しいプライバシー法
を提案(2020年1月)

 巨大テック企業らは、連邦レベルで統一的なプライバシー保護法制を
要求

 編集委員会の意見：
 巨大テック企業らがプライバシー保護法制に積極的であることは評価
できる一方、巨大テック企業らはCCPAやGDPRよりも寛容な法規制
を目指している可能性

 連邦レベルでプライバシー保護法を制定するにあたっては、巨大テッ
ク企業からの圧力に屈しないこと、既存の規制を参考にしつつより有
効な法制度を策定することが重要
 CCPAやGDPRにおける規制の瑕疵を解消する必要
 顔認証など新興技術によりもたらされるリスクに対応する必要

Financial 

Times

https //ww

w.ft.com/co

ntent/80d2

3532-3eac-

11ea-

b232-

000f4477fb

ca

https://www.ft.com/content/80d23532-3eac-11ea-b232-000f4477fbca
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テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U3 規格は、ビ
ジネスの強
靭性をサ
ポート：
NISTはサイ
バーサプラ
イチェーンリ
スクマネジメ
ント戦略を
発表

2月5日 米国国立標準技術研究所(NIST)は、サプライチェーンのサイバーセキュ
リティに関するガイドブックNISTIR 8276の草案を発表し、パブリックコメン
トを募集(3月4日まで)

 背景：
 NISTは、サプライチェーンのサイバーセキュリティリスク管理に関する
ガイドライン策定のためのプログラムC-SCRMを2008年より実施

 2015～2019年には企業より聞き取り調査やケーススタディを実施
 Draft NISTIR 8276 「Key Practices in Cyber Supply Chain Risk 

Management」概要：
 すべての業種に関するサプライチェーンのサイバーセキュリティのカ
ギとなる施策を明記
 特にサプライヤーのクリティカリティーを判断することを推奨する
内容

 サプライチェーンのサイバーセキュリティリスクを管理するためのハイ
レベルの文書であり、8つのカギとなる施策とそれに伴う推奨事項を
明記

 2018年に改定したNIST Cybersecurity Frameworkと相互参照可能
 別途、上記聞き取り調査に基づく様々な業界企業の24件のケースス
タディも発表

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

National 

Institute of 

Standards and 

Technology 

(NIST)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=c9

1ed5f2-

2862-

494e-

bb93-

1c8b1cc96

9f1

https //ww

w nist.gov/

news-

events/new

s/2020/02/

nist-offers-

strategies-

help-

businesses

-secure-

their-cyber-

supply-

chains

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=c91ed5f2-2862-494e-bb93-1c8b1cc969f1
https://www.nist.gov/news-events/news/2020/02/nist-offers-strategies-help-businesses-secure-their-cyber-supply-chains
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(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U4 フィードバッ
クの提出を：
連邦機関の
適合性審査
に関する
NISTガイダ
ンス

2月14日 米国国立標準技術研究所(NIST)は、連邦機関による適合性審査に
関する政策ガイダンス改正案を発表し、コメントを募集(4月7日まで)

 背景：
 2000年、米国行政管理予算局(OMB)Circular A-119への対応として、
連邦行政規則集の15 CFR 287は、連邦機関による適合性審査の活
用責任を明記

 NISTは、適合性審査の概念や連邦機関による活用方法の変化に対
応して、同規則を改定中

 改正案概要：
 連邦機関が適合性審査関連の民間コンセンサス規格、ガイド、勧告を
活用することを推奨

 連邦機関が他機関や民間セクターのプログラムの活動や結果の活用
や既存や提案されている新たな適合性審査の有効性を促進を検討す
ることを推奨

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=c3

c38a31-

525a-49f8-

b0c9-

f16ef4a838

fb

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=c3c38a31-525a-49f8-b0c9-f16ef4a838fb
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(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U5 米国国防省
は、
Cybersecur

ity Maturity 

Model 

Certificatio

n 1.0を発
行：施行後
は国防省の
契約企業や
サプライ
ヤーは契約
前提として
認証が必須

2月19日 米国国防省(DOD)国防次官室(取得・維持担当)は、Cybersecurity 

Maturity Model Certification(CMMC)の第1版を発行し、契約企業や
サプライヤーに認証の取得を義務付け
 DODは、防衛産業基盤(DIB)全体に渡る契約企業、サプライヤー30万社以上を
対象にした、サイバーセキュリティ認証規格を策定

 連邦契約情報(FCI)や管理対象非機密情報(CUI)が、サプライチェー
ンの低・中層企業から流出する懸念に対応

 認証の取得がDODと契約企業、サプライヤーの契約の前提
 認証規格概要：

 契約企業に適切なサイバーセキュリティ対策やインシデント方向を求
める規格DFARS 252.204-7012に基づき開発
 他にも、FAR 52.204-21、NIST SP800-171、NIST SP 800-171、

NIST SP 800-53、ISO 27001、ISO 27032、AIA NAS 993、CIS 

Critical Security Controls 7.1、CERT Resilience Management 

Model等の関連規格・文書を参考
 レベル1～5の5段階でサイバーセキュリティ対策の成熟度を審査、
認証
 各レベルにつき17つの施策を規定

Mayer Brown
https //ww

w mayerbr

own com/e

n/perspecti

ves-

events/publ

ications/20

20/02/dod-

releases-

cybersecuri

ty-maturity-

model-

certification

-1-0-once-

it-s-

effective--

hundreds-

of-

thousands-

of-dod-

contractors

--suppliers-

must-be-

certified-

as-

prerequisit

e-to-

contracting

https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/02/dod-releases-cybersecurity-maturity-model-certification-1-0-once-it-s-effective--hundreds-of-thousands-of-dod-contractors--suppliers-must-be-certified-as-prerequisite-to-contracting
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共通 米国 8-U6 Foreign 

Investment 

Rules Take 

Forceの発
足に伴い、
センシティブ
な個人情報
に関心が
集中

2月19日 米国財務省の外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)の施行規則が
施行(2月13日)し、対米外国投資委員会(CFIUS)によるセンシティブな
個人情報を含む外国投資の審査権限を強化

 背景：
 外国投資に対するCFIUSの審査権限を強化するFIRRMAが成立

(2018年)

 米国は欧州とは対照的に越境的なデータ移動に寛容であったが、中
国やロシアによる対米インテリジェンス活動にまで懸念が拡大

 新規則概要：
 集計、匿名化された情報を含む個人を特定、追跡可能なデータを扱う
外国投資を対象に、CFIUSのデューデリジェンスを強化
 保険や金融関連の情報、Eメールなどの通信情報、バイオメトリク
スや遺伝子テスト結果を含む健康データなどを想定

JD Supra
https //ww

w jdsupra.c

om/legalne

ws/spotligh

t-on-

sensitive-

personal-

data-as-

46832/

https://www.jdsupra.com/legalnews/spotlight-on-sensitive-personal-data-as-46832/
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共通 米国 8-U7 連邦取引委
員会(FTC)
消費者保護
局長が、
データセ
キュリティ
指令の特徴
をハイライト

2月20日 米国連邦取引委員会(FTC)消費者保護局は、同委員会が2019年に
発出したデータセキュリティ指令の特徴を説明

 背景：
 FTCは、2018年に行われたデータセキュリティ指令に関するヒアリン
グや2018年のLabMD社との訴訟に対する控訴審判決を受け、複数
のデータセキュリティ関連の指令を発出(2019年)

 2019年のデータ保護指令の特徴：
 事前の措置の要求

 企業に対し包括的でプロセスベースのデータセキュリティプログラ
ムを要求しており、具体的に年次の従業員トレーニングやアクセス
コントロール、インシデントのモニタリング、パッチの管理、暗号化
などセーフガード措置を提示

 第三者による審査
 企業に対しサンプル調査や従業員への聞き取り、文書レビューな
ど証拠をもとに第三者がデータセキュリティの審査を行うことを要
求するほか、2年ごとに審査者に対してFTCが認可を実施

 コーポレートガバナンス
 各企業は毎年、データセキュリティプログラムを取締役会に示し、
取締役らがTFCにコンプライアンスの認証を提出することを要求

Reed Smith
https //ww

w technolo

gylawdispa

tch com/20

20/02/data-

cyber-

security/ne

w-key-

features-of-

ftc-data-

security-

orders-

highlighted

-by-

consumer-

protection-

bureau-

director/

https://www.technologylawdispatch.com/2020/02/data-cyber-security/new-key-features-of-ftc-data-security-orders-highlighted-by-consumer-protection-bureau-director/
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共通 米国 8-U8 連邦データ
保護局を創
設するとき

2月21日 米国民主党の上院議員が、独立したデータ保護局の設立を定めた法案、

Data Protection Actを提出
 背景：

 米国はデータ保護を担当する連邦機関が不在で、現状では連邦取引
委員会が立法から時間が経過した関連法規に基づき規制を実施

 結果として多くのデータ流出、金融不正、個人情報窃取、サイバー攻
撃の被害が発生

 法案概要：
 消費者の個人情報の保護を専門に取り扱う独立機関の設立を規定

The Hill
https //theh

ill.com/blog

s/congress

-

blog/politic

s/483997-

now-is-the-

time-for-a-

us-data-

protection-

agency

8-U9 カリフォルニ
ア州消費者
プライバ
シー保護法
(CCPA)の
改訂された
規制

2月21日 カリフォルニア州の司法長官は、改訂した消費者プライバシー保護法
(CCPA)の規則草案を公表し、コメントを募集(2月25日まで)

 改訂の対象となった項目：
 定義の変更
 通知とプライバシーポリシー
 消費者の要求
 消費者の非差別的な取り扱い
 サービス提供者のデータ利用
 記録の保持

 同州司法長官は、CCPAの規則草案へのコメントを募集したものの、追加修正が
行われる予定であり、まだ最終化、発効はされない見込み

National Law 

Review

https //ww

w natlawre

view com/a

rticle/ccpa-

revised-

regulations

https://thehill.com/blogs/congress-blog/politics/483997-now-is-the-time-for-a-us-data-protection-agency
https://www.natlawreview.com/article/ccpa-revised-regulations
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共通 米国 8-U10 カリフォルニ
ア州消費者
プライバ
シー保護法
に関する
裁判の波が
目前に

2月22日 米国カリフォルニア州が2020年1月に発効した消費者プライバシー保護
法(CCPA)に関連する初の訴訟が開始
 2月にカリフォルニア州で提訴された訴訟Barnes v. Hanna Anderson, LLC(No. 

3:20-CV-00812)は、CCPAに関連する初の訴訟として、CCPAの解釈など今後
予期される多くの訴訟に影響を与えるとして注目

 主要論点：
 合理的なセキュリティ措置の解釈
 CCPAと他の法律の救済措置との相互作用
 二次的な訴訟における責任割合と補償
 サイバーセキュリティに関する裁判所の訴訟経験

Computer 

Fraud / Data 

Protection

https //com

puterfraud.

us/general/

the-

coming-

wave-of-

california-

consumer-

privacy-

act-

lawsuits

https://computerfraud.us/general/the-coming-wave-of-california-consumer-privacy-act-lawsuits
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(10/17)

共通分野関連記事詳細(24/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国/
欧州

8-U11 テクノロジー
規格協力を
通じて、AIを
米国・英国
デジタル貿
易に統合：
金融サービ
ス、自動車、
医薬品

2月24日 米国のソフトウェア業界団体SIIAの上級副会長Carl Schonander氏は、
米国・英国自由貿易協定にAIに関連する規格協力を盛り込むことを提案

 背景：
 英国産業連盟(CBI)のDame Carolyn Fairbairn会長が、シンクタンク
大西洋評議会の会合において米国・英国自由貿易協定にEコマース、
フィンテック、AI、自動運転などの領域における規格協力を盛り込むこ
とを提案

 Schonander氏の提言要旨：
 規格は技術的中立性を保ちながら革新的な技術活用を促すことが可
能であり、OECD AI PrinciplesやISO、米国国立標準技術研究所
(NIST)の規格、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)といった先行す
る貿易協定などを参考に、AIに関する規格策定協力を米国・英国自
由貿易協定に盛り込むべき

 提言で言及された協力領域：
 金融：AIシステムに対する技術、倫理監査、・ロボットアドバイザー、顧
客確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)、オルタナティブデータ
活用

 自動運転：プライバシー保護
 医薬品：創薬、プライバシー保護

SIIA
https //ww

w siia net/b

log/index/P

ost/79851/I

ntegrating-

AI-in-U-S-

UK-Digital-

Trade-

Through-

Technical-

Standards-

Cooperatio

n-

Financial-

Services-

Cars-and-

Pharmaceu

ticals

再掲

https://www.siia.net/blog/index/Post/79851/Integrating-AI-in-U-S-UK-Digital-Trade-Through-Technical-Standards-Cooperation-Financial-Services-Cars-and-Pharmaceuticals
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(11/17)

共通分野関連記事詳細(25/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U12 IEEE 

Future 

Networksイ
ニシアチブ
は、開発者
が5Gや未
来のネット
ワーク実装
のための課
題を特定し
克服するの
を支援する
ため、
Internation

al Network 

Generation

s Roadmap
を発表

2月25日 IEEE Future Networksイニシアチブは、2020年からの今後10年に
おける5Gや未来のネットワーク技術の進展に関するガイダンスを提供
するためInternational Network Generations Roadmap(INGR)第1版
を発表

 背景：
 5G技術は、マッシブコネクティビティやタッチインターネット、IoT、コネ
クティドカーを始めとする様々な領域に大きな変容をもたらすと想定

 INGR概要：
 IEEEの20以上の部会により構成されるIEEE Future Network 

Initiativeが、5Gや6Gなど未来のネットワーク技術の適切な活用の基
礎を提供し、オペレーター、規制当局、製造業者、研究者、政府など
関係者にガイダンスを提供するために発表

 2030年までの5Gや6Gなど未来のネットワークの開発や実装に関す
る技術的、工学的リスクを特定、削減するための参照ツールとしての
位置づけ

 ハイリスクの工学的課題を乗り越えるために、すべての関係者の連携
の必要性を強調

 今後の予定：
 年次でアップデートを実施予定
 2020年前半に実装、光学、システム最適化、エネルギー効率、AI・機
械学習、接続の6トピックに関するホワイトペーパーを追加で発行予定

IEEE
https //ww

w ieee.org/

about/news

/2020/ieee-

future-

networks ht

ml

https://www.ieee.org/about/news/2020/ieee-future-networks.html
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(12/17)

共通分野関連記事詳細(26/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U13 統一州法委
員会は、
プライバ
シー法策定
に動く

2月25日 米国の各州統一的な州立法を支援する統一州法委員会(ULC)は、連邦
レベルでのプライバシー法策定の遅れを受け、代替となる Collection 

and Use of Personally Identifiable Data Act(CUPIDA)の策定を
開始

 背景：
 カリフォルニア州の消費者プライバシー保護法(CCPA)をはじめ、各州
はプライバシー保護法制の整備を推進

 各州での非統一的なの法規制を避けるため、連邦レベルでの立法の
努力が行われているものの作業遅延

 ULCの動向：
 各州統一的なプライバシー法規制を実現するため、2月21日～22日
初回の起草委員会を開催

 当初は生体認証やIoTにスコープを限ることも検討したものの、議論
の結果包括的な法案を策定する方向

 今後の予定：
 修正された草案を4月に開催される次回の起草委員会で検討した後、

7月の年次会合でさらに検討予定
 2021年の各州での採択を目指す方針

iapp
https //iapp

org/news/

a/uniform-

law-

commissio

n-takes-up-

privacy-

law-

endeavor/

https://iapp.org/news/a/uniform-law-commission-takes-up-privacy-law-endeavor/
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(13/17)

共通分野関連記事詳細(27/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U14 IEEEは、世
界の企業、
政府、その
他の関係者
に自律型、
インテリジェ
ントシステム
の倫理認証
プログラム
の拡大を呼
びかけ

2月26日 IEEEは、インテリジェントシステムの倫理認証プログラム(ECPAIS)策定
の第1フェーズが完了したことを発表し、第2フェーズへの政府や他の関係
者の参加を呼びかけ

 ECPAIS概要：
 ECPAISは、自律型、インテリジェントシステムの責任のあるイノベー
ションと実装のための重要な認証基準を策定するためのプログラム
 第1フェーズは、ヘルスケアや、金融、自動者、製造など様々な産
業における自律型、インテリジェントシステムの信頼性と有用性を
確保するため、透明性、説明責任、アルゴリズムのバイアスに着
目して作業を実施し、3つの基準を策定

 第2フェーズでは、3つの基準を垂直産業に適用し、概念実証を行
い基準の修正方法を検討予定

IEEE 

Standard 

Association

https //stan

dards ieee.

org/news/2

020/phase-

1-

ecpais.html

https://standards.ieee.org/news/2020/phase-1-ecpais.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.3030

【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(14/17)

共通分野関連記事詳細(28/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U15 ASTM 

Internation

alは、大規
模な標準化
会合をプラ
ハで開催
予定

2月26日 ASTM Internationalは、4つの技術委員会の主要会合のほか、他の
イベントの予定を紹介
(主要会合：4月27日～30日@プラハ、他イベント：4月～6月@欧州各地)

 4つの技術委員会の会合概要：
 ASTMの4つの技術委員会が、主要会合を開催するほか、ワーク
ショップやシンポジウムも開催(4月27日～30日@プラハ)

 E55：Pharmaceutical and biopharmaceutical product 

manufacturing

 F02：Primary barrier packaging

 F44：General aviation aircraft

 G04：Compatibility and sensitivity of materials in oxygen 

enriched atmospheres

 各委員会は、新規格の策定や200以上の審査中の規格についての
アップデートを行う予定

 (参考)他イベント概要：
 F44とG04は、主要会合に合わせて関連イベントをプラハで開催予定

 F44：“Post-impact Conditions”に関するワークショップ(4月27日
@プラハ)

 G04：第15回酸素濃度の高い大気における物質の燃焼性と感受
度に関する国際シンポジウム(4月29日～30日@プラハ)

 その他、ASTMは放射線に関する2つのイベントを開催予定
 第17回原子炉の線量測定に関する国際シンポジウム(5月10日～

15日@スイスローザンヌ)

 第10回放射線処理に関する国際ワークショップ(6月21日～25日
@プラハ)

American 

Society for 

Testing and 

Materials 

International 

(ASTM)

https //ww

w astm.org

/newsroom

/astm-

internation

al-host-

large-

standards-

meeting-

prague

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-host-large-standards-meeting-prague
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(15/17)

共通分野関連記事詳細(29/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U16 産業界から
の参加を募
集：USTDA
の米国・イン
ド太平洋規
格・技術協
力プログラ
ムの
ASEANで
の5Gワーク
ショップ

2月27日 米国規格協会(ANSI)は、米国・インド太平洋規格・技術協力プログラム

(STCP)の一環で開かれる5Gに関するASEANでのワークショップの
共催者を募集(3月13日まで)

 ワークショップ概要：
 米国貿易開発庁(USTDA)の資金提供で行われているSTCPの一環
として、米国とASEANの標準化分野での協力を推進するため開催

 5Gとその応用領域における標準化動向の共有のほか、業界主導で
の標準化活動の知見を提供予定
 5Gと応用領域として、自動運転、インテリジェント交通システム

(ITS)、IoT、ヘルスケア、エネルギー・ユーティリティ業界を想定

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=4

87f6f76-

704a-

4781-

bdb1-

f18ae9daf9

dc

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=487f6f76-704a-4781-bdb1-f18ae9daf9dc
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(16/17)

共通分野関連記事詳細(30/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U17 AIタスク
フォースの
ヒアリング：
公正なアル
ゴリズム：金
融サービス
でのAIのバ
イアスを削
減する方法
を検討する
- 機会と課
題に関する
主な証言

2月28日 米国下院金融サービス委員会のAIタスクフォースは、公正なアルゴ
リズムに関するヒアリングを実施し、公正性の定義や規制の在り方を議論

 有識者の証言概要：
 Autonomous Learning LabのPhilip Thomas氏

 公正性を担保しやすい新たなアルゴリズムSeldonian algorithms
を紹介した他、公正性の定義を明確にすることの重要性を強調

 Brookings InstituteのMakada Henry-Nickie氏
 AIは、消費者への金融サービスを豊かにする一方、AIのバイアス
を回避するのは困難だとして政府による監督の重要性を強調

 ペンシルベニア大学のMichael Kearns氏
 AIのバイアスを低減するためには、公正性を厳格に定義したうえで、
アウトプットに対して修正を加えるべきだと主張

 弁護士のBärí A. Williams氏
 公正なAIを実現するためのデータや設計の留意点や統計技術的
な手法を紹介

 カーネギーメロン大学のRayid Ghani氏
 AIのシステムは、効率性だけではなく平等性も考慮されるべきだと
した上で、公正性を定義すること、より結果重視の規制枠組みを制
定することを提言

DLA Piper
https //ww

w dlapiper.

com/en/us/i

nsights/pub

lications/20

20/02/task-

force-on-

artificial-

intelligence

-hearing/

https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2020/02/task-force-on-artificial-intelligence-hearing/
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【情報収集結果】米国における共通分野の標準化動向(17/17)

共通分野関連記事詳細(31/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 米国 8-U18 日程をおさ
えて：ANSI
の企業会員
フォーラム
2020の春季
会合が6月9
日～10日に
予定

2月7日 米国規格協会(ANSI)は、企業会員フォーラム(CMF)春季会合への参加
登録を呼びかけ(6月9日～10日@フロリダ)

 会合概要：
 会員らが、国家、地域、国際規格及び適合性審査に関する問題を協
議し、国内、国際標準化に関する米国の政策に影響を与えるための
プラットフォームを提供

American 

National 

Standards 

Institute 

(ANSI)

https //ww

w ansi org/

news publi

cations/ne

ws story?

menuid=7&

articleid=4

758aa39-

475a-

40a4-879c-

930609a12

8a6

https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=4758aa39-475a-40a4-879c-930609a128a6
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【情報収集結果】中国における共通分野の標準化動向

共通分野関連記事詳細(32/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 中国 8-C1 工業情報化
部は、チャイ
ナテレコム、
チャイナユ
ニコム、チャ
イナラジオ&
テレビに、
5Gの屋内
周波数の
共同使用を
許可

2月10日 工業情報化部は、チャイナテレコム、チャイナユニコム、チャイナラジオ&
テレビに、5Gの屋内周波数帯(3300-3400MH)の共同使用を許可
 公共の移動体通信の周波数を複数企業による共通使用のための許可するのは
国内初

工業情報化部
(MIIT)

http //www.

miit.gov.cn/

n1146290/

n1146402/

n1146440/

c7670944/

content.ht

ml

8-C2 オープン
ソースライセ
ンス
(MulanPSL 

v2)がOSI認
定を受け、
初の中国語
と英語の
バイリンガ
ル国際オー
プンソース
ライセンス
に

2月17日 中国が作成したオープンソースライセンス「MulanPSL v2」が、オープン
ソースイニシアチブ(OSI)に認定され、今後あらゆるオープンソースプロ
ジェクトにサービスを提供可能

 プロジェクト概要：
 中国電子技術標準化研究院が主導する国家の重要R＆D計画「クラ
ウドコンピューティングとビッグデータオープンソースコミュニティエコシ
ステム」の一環として実施

 ライセンス作成への関与者：
 北京大学、中国電子標準化研究所、西南大学、ソフトウェア研究所、
中国科学院、Open Source、China mobile(蘇州)、Software 

Technology、Huawei Technologies、Huayun Data Group、
Puyuan Information Technology、ZTE、Winning Software

中国電子技術
標準化研究院
(CESI)

http //www.

cesi.cn/202

002/6081 h

tml

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c7670944/content.html
http://www.cesi.cn/202002/6081.html


© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.3035

【情報収集結果】ASEANにおける共通分野の標準化動向(1/2)

共通分野関連記事詳細(33/42)

共通テーマ別情報詳細

テーマ
地域・
国

参照#
情報・記事
タイトル

発行日 要旨 情報源
(機関・団体名／URL)

共通 インド
ネシア

8-A1 安全性を優
先し、BSN
はSNIモバ
イルバッテ
リーを発行

2月17日 国家標準化庁(BSN)がインドネシア国家規格「SNI 8785：2019リチウム
イオンモバイルバッテリー-パート 1：一般安全要件」を発行

 規格概要：
 160 Whの低電圧タイプの家庭用電子機器を対象とした規格で、電気
容量、入力電気の値、出力電気の値など、モバイルバッテリーに関す
るさまざまな要件について規定

 本規格においてIEC 62133-2、IEC 60950-1、IEC 60695-11-10、
IEC 60730-1、IEC 62321-8、およびSNI IEC 62321：2015を参照

国家標準化庁
(BSN)

https //ww

w bsn.go id

/main/berit

a/detail/10

893/utama

kan-

keselamata

n-bsn-rilis-

sni-power-

bank

タイ 8-A2 5Gがいよい
よ現実に

2月24日 国家放送通信委員会(NBTC)が実施した5G用スペクトルのオークション
において主要なモバイルオペレーター3社と州の電気通信企業2社が、
合計1,000億バーツで入札(2月16日)
 5Gライセンスオークションは、ASEANでは初の取り組み
 オークションでは、Advanced Info Service(AIS)の子会社Advanced Wireless 

Network(AWN)が49のライセンスのうち23を確保、True Move H Universal 

Communication (TUC)が17のライセンスを取得

Bangkok Post
https //ww

w bangkok

post.com/t

ech/18642

84/5g-is-

about-to-

be-real

インド
ネシア

8-A3 Jokowiがマ
イクロソフト
のデータセ
ンターへの
投資に対す
る簡単な規
制の策定を
約束

2月27日 法令整備の遅延を受け、Jokowi大統領は、マイクロソフトが国内の
データセンターに投資できるよう1週間以内に簡単な規制を策定すること
を約束

 背景：
 企業による個人データ使用の監視・分析のための独立したデータ保
護機関(DPA)の設立を義務付けるデータ保護法案に関し、下院での
審議が遅延

The Jakarta 

Post

https //ww

w thejakart

apost.com/

news/2020/

02/27/joko

wi-

promises-

microsoft-

simple-

regulation-

for-data-

center-

investment.

html

https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10893/utamakan-keselamatan-bsn-rilis-sni-power-bank
https://www.bangkokpost.com/tech/1864284/5g-is-about-to-be-real
https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/27/jokowi-promises-microsoft-simple-regulation-for-data-center-investment.html
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共通 タイ 8-A4 AIテクノロ
ジーにおけ
る倫理の
世界を開拓

2月26日 電子取引開発局(ETDA)が、マイクロソフトと「Responsible AI」をテーマ
にAIの倫理に関するセミナーを開催(2月26日)

 アジェンダ：
 タイのAIへの倫理的アプローチ：デジタル経済社会省「AIの原則とガイ
ドライン」「デジタルタイ-AI倫理ガイドライン」の共著者Achan Manasiri 

Chantasuthangkun氏による講演
 倫理とAIコード：Certis Company Limited-Startup Thai CEO 

Tachakon Wachiramon氏による講演
 Microsoft AIビジネススクール：マイクロソフト(タイ)副社長Pawitchai 

Chuen氏、技術部長 Om Siwadit氏による講演

タイ電子取引
開発庁(ETDA)

https //ww

w etda.or.t

h/content/r

esponsible

-ai-for-

thailand.ht

ml

https://www.etda.or.th/content/responsible-ai-for-thailand.html
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共通 国際 8-O1 IBMの
Policy Lab
はAI規制を
要求

2月7日 Tech Targetはダボス世界経済フォーラムで発足したIBMのポリシーラボ
は、政府と企業が団結してAIの規制を強化し、採用することを目指して
いると発表

 策定目的：
 政策立案者がAIシステムによって提供されるメリットを活用できるよう
支援

 急速に変化するテクノロジー環境の中で社会的信頼を構築
 活動内容：

 AIベースのシステムの開発、保守及び規制をガイドするための一連の
正式な標準について合意するため、米国及び欧州の標準化団体と政
府の連携を促進

 国立標準技術研究所(NIST)や国際標準化機構(ISO)や欧州標準化
委員会(CEN)などの欧州ベースのトランザクション標準化団体などの
組織を通じて正式な標準を確立するための業界の支援を獲得

 2月中旬に、欧州委員会はIポリシーラボと協力し規制ガバナンスのフ
レームワークがどのように見えるべきかを概説したホワイトペーパー
を発表予定

 説明責任、透明性、公平性、セキュリティに基づくAI規制を求める文
書を発表

 最優先事項(抜粋)：
 標準設定機関や政府と協力し、AIシステムのバイアス(例：少数民族、
女性、年配のアメリカ人に対する差別的な慣行)を排除する新しいAIシ
ステムのルール作成

Tech Target
https //sear

chenterpris

eai techtar

get.com/ne

ws/252478

095/IBMs-

Policy-Lab-

calls-for-AI-

regulation

https://searchenterpriseai.techtarget.com/news/252478095/IBMs-Policy-Lab-calls-for-AI-regulation
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共通 国際 8-O2 IECの新し
いメンバー：
ガーナと
ウガンダ

2月17日 IECは、ガーナとウガンダが新たに正式メンバーとして加盟したことを発表
 両国は20年間、IEC Affiliate Country Programmeとして参加した後、正式加盟
 現在、IECには62人の正会員と26人のアソシエイト会員、合計88人機関が加盟

 ガーナの標準化活動：
 2001年にIECアフィリエイトカントリープログラムに参加
 その後、約493のIEC国際規格の国内採用を宣言
 アフィリエイト適合性評価ステータス(ACAS)プログラムの恩恵も受け、

2013年にACAS誓約書に署名し、続いて2018年にACAS宣言に署名
 ウガンダの標準化活動：

 269のIEC国際標準の国内採用を宣言
 2018年にACAS誓約書と宣言書の両方に署名

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/new-

iec-

members-

ghana-

and-

uganda/

https://blog.iec.ch/2020/02/new-iec-members-ghana-and-uganda/
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共通 国際 8-O3 新しい国際
規格で生体
認証データ
を同じ形式
に保持

2月7日 ISOは生体認証データ交換フォーマットに関する新規規格である

ISO / IEC 39794シリーズを発表
 生体認証データ交換フォーマットは、異なる生体認証技術間の相互運用性を可
能にする共通言語を提供

 発表されたISO / IEC 39794シリーズ規格：
 ISO/IEC 39794-1(Information technology – Extensible biometric 

data interchange formats – Part 1: Framework)

 ISO/IEC 39794-4 (Information technology – Extensible biometric 

data interchange formats – Part 4: Finger image data)

 ISO/IEC 39794-5(Information technology – Extensible biometric 

data interchange formats – Part 5: Face image data)

 策定機関：
 ISO / IEC JTC 1 / SC 37(生体認証)

 今後の動き：
 ・上記規格は、データ交換フォーマットに関するISO / IEC 19794の関
連部分を置き換えるものであるため、ISO / IEC 19794に準拠する国
際民間航空機関(ICAO)による機械読み取り可能な旅行書類に関す
るガイドライン(Doc.9303)も2020年後半に改定予定

International 

Organization 

for 

Standardizatio

n (ISO)

ベトナム規格・
計量・品質総局
(STAMEQ)

https //ww

w iso.org/n

ews/ref247

8.html

https //tcvn.

gov.vn/202

0/02/iso-

iec-39794-

dinh-dang-

trao-doi-

du-lieu-

sinh-trac-

hoc/

https://www.iso.org/news/ref2478.html
https://tcvn.gov.vn/2020/02/iso-iec-39794-dinh-dang-trao-doi-du-lieu-sinh-trac-hoc/
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共通 国際 8-O4 IoTを標準
化するため
のIECロード
マップ

2月25日 IEC Blogは、ISOとIECがIoTに関する規格策定を共同で実施している
ことを紹介

 策定機関：
 ISO/IEC JTC 1/SC 41：Internet of things and related technologies

 策定した規格：
 ISO / IEC 30141：Internet of Things (IoT) - Reference architecture

 ISO / IEC 21823-1：Internet of Things (IoT) - Interoperability for 

IoT systems - Part 1: Framework

 ISO / IEC 21823-2：Internet of Things (IoT) - Interoperability for 

IoT systems - Part 2: Transport interoperability

 検討中の作業：
 IEC/TC 57(Power systems management and associated 

information exchange)と協力し、IoT及び電力システムのインター
フェイスなどの仕様を定義

 自動運転車とデータリッチな車両に関する諮問グループとの協力
 Open Connectivity Foundation(OCF)への協力

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/the-

iec-

roadmap-

for-

standardizi

ng-the-iot/

8-O5 UN / 

CEFACTは、
プロジェクト
「ブロック
チェーン
サービスイ
ンフラストラ
クチャ」への
参加を募集

2月26日 UN / CEFACTは、プロジェクト「ブロックチェーンサービスインフラストラク
チャ」への参加者を募集中であることを発表

 プロジェクト概要：
 ブロックチェーンサービスの実装に必要なサポートツールを調査
 高速で拡張性のある第4世代ブロックチェーンテクノロジーを支援可能
なテクノロジーインフラストラクチャの概要を説明

 UN / CEFACTブロックチェーンホワイトペーパーの下で既に開発され
た作業に基づき、ホワイトペーパーを作成予定

The United 

Nations 

Centre for 

Trade 

Facilitation 

and Electronic 

Business 

(UN/CEFACT) 

https //ww

w unece.or

g/cefact/cf

news archi

ve.html

https://blog.iec.ch/2020/02/the-iec-roadmap-for-standardizing-the-iot/
https://www.unece.org/cefact/cf_news_archive.html
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共通 国際 8-O6 標準は、ク
ライアントが
AIテクノロ
ジーを使用
してビジネ
スを信頼す
るのを支援

2月27日 IEC BlogはAIテクノロジーの制御に貢献する規格策定に関する取り組み
について紹介

 策定機関：
 ISO/IEC JTC 1/SC 40 – IT Service Management and IT 

Governance

 アウトソーシング活動のガバナンス、サービス管理及びビジネ
スプロセスの国際標準を策定

 策定規格：
 ISO/IEC 38500:2015 ：Information technology -- Governance of IT 

for the organization

 ISO/IEC 30105-1:2016 ：Information technology - IT Enabled 

Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle 

processes

 インドのニューデリーで開催された「トップテクノロジーと変革のトレンド」というタイ
トルの国際イベントにてISO/IEC JTC 1/SC 40の議長が講演

 AIテクノロジーによるデータの収集と分析の方法とその使用方法のプ
ライバシーとセキュリティを確保する必要性の高まりなど、既にビジネ
スで展開されているAIテクノロジーに関する懸念を強調

IEC Blog
https //blog

iec.ch/202

0/02/stand

ards-help-

clients-

trust-

businesses

-using-ai-

technologi

es/

https://blog.iec.ch/2020/02/standards-help-clients-trust-businesses-using-ai-technologies/
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共通 国際 8-O7 2020 AI for 

Good 

Global 

Summitによ
るAIを活用
した世界規
模の問題解
決のスケー
リング

2月11日 ITUは2020年AI for Good Global Summitを開催予定であることを発表

(5月4日~8日@ジュネーブ)
 AI for Good Global Summit概要：

 AIに関する包括的な対話のための主要な国連プラットフォーム
 SDGsへの進歩を加速するAIの実用的なアプリケーションを特定しコ
ラボレーションを構築、アプリケーションが世界的に影響を及ぼすこと
を支援

 AI技術の信頼可能且つ安全で包括的な開発と、それらの利益への公
平なアクセスの確保が目的

 参加者(予定)：
 業界・学界のAI専門家、グローバルビジネスリーダー、国連機関の長
官、ICT大臣、非政府組織、市民、アーティスト

 2020年度サミットの内容：
 気候と環境への取り組み、飢餓の排除、男女平等、ヘルスケア、ス
マートで安全なモビリティ、文化遺産の保存、信頼可能な情報へのア
クセスの保護におけるAIのブレークスルーの創出

ITU News
https //new

s itu int/202

0-ai-for-

good-

global-

summit-to-

scale-ai-

powered-

problem-

solving-for-

global-

impact/

https://news.itu.int/2020-ai-for-good-global-summit-to-scale-ai-powered-problem-solving-for-global-impact/
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共通 国際 8-O8 WSISフォー
ラム2020：
「開発のた
めのICT」コ
ミュニティの
世界最大の
年次集会の
ためにメディ
ア登録を
開始

2月12日 ITUは「デジタル変革とグローバルパートナーシップの促進：持続可能な
開発目標(SDGs)を達成するためのWSISアクションライン」にフォーカス
した2020年情報社会に関する世界サミット(WSIS)の開催を発表
(4月6日~9日 @ジュネーブ、スイス)

 開催者：
 国際電気通信連合(ITU)、国連教育科学文化機関(UNESCO)、国連
貿易開発会議(UNCTAD)、国連開発プログラム(UNDP)

 開催内容：
 ハイレベルの対話、主要なポリシー提言、WSIS賞授賞式(18賞)、閣
僚ラウンドテーブル、国別・テーマ別ワークショップ、トレーニングセッ
ション、スマートサステイナブルシティに関するハッカソン、等

International 

Telecommunic

ation Union 

(ITU)

https //ww

w itu.int/en/

mediacentr

e/Pages/M

A01-2020-

WSIS-

Forum-

Media-

Advisory-

Registratio

n.aspx

8-O9 デジタル
SMEまたは
スタートアッ
プ？デジタ
ルイノベー
ションチャレ
ンジに参加

2月14日 欧州委員会の Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 

SMEsはDigital Innovation Challengeの開催を発表
 実施概要：

 出場者は下記を実現させるようなコンセプトを発表：
 標準ベースのソリューションの使用よる提供サービスを強化
 国境を越えた業務を促進し、EU市場への参入を促進
 より高いレベルのセキュリティ、相互運用性、提供されるサービス
とソリューションのコンプライアンスへ到達

 受付締切：
 2020年2月28日

European 

Commission: 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs. 

Standardizatio

n mandates

https //ec.e

uropa.eu/gr

owth/conte

nt/digital-

sme-or-

startup-

join-digital-

innovation-

challenge

en

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/MA01-2020-WSIS-Forum-Media-Advisory-Registration.aspx
https://ec.europa.eu/growth/content/digital-sme-or-startup-join-digital-innovation-challenge_en
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共通 国際 8-O10 アフリカパビ
リオンは、
Good 

Global 

Summitに
おいてITU
のAI展示を
盛り上げ

2月27日 ITU NewsはアフリカのAIコミュニティが、AI for Good Global Summit 

2020に初参加の予定であると発表
 Alliance4aiとAI Media GroupはAI for Good Global Summit 2020のアフリカパ
ビリオンを設計するために提携

 発表内容：
 AIへの参加を促進しようと模索するアフリカの意見の重要性について
基調講演実施

 ワールドクラスのイノベーションを推進するためにアフリカで開発され
ているデータセンター及びスーパーコンピュータープロジェクトに関す
る講演

 アフリカのトップAIスタートアップとAIトレーニングコミュニティからの学
びと洞察の紹介

 マラリアとの闘い、アフリカの言語と文化の保護、他の少数言語の為
のイノベーションとコラボレーションのテンプレート作成等、重要な問題
に取り組むトップ研究者によるデモンストレーション

ITU News
https //new

s itu int/the

-africa-

pavilion-

set-to-light-

up-itus-ai-

for-good-

global-

summit/

https://news.itu.int/the-africa-pavilion-set-to-light-up-itus-ai-for-good-global-summit/



