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第１章　はじめに

　ガット（1994年の関税及び貿易に関する一般協
定）の発足以来、国家間の貿易交渉の関心は関
税率の引き下げから、1973年の東京ラウンドを前
後に、非関税障壁の削減・規制へと拡大していっ
た。産品の技術的な基準や食品衛生基準は、非関
税障壁の1つとして捉えられ、各国は、国ごとに基
準の内容や認証の方法が異なっていたこれらの基
準や認証制度を国際的に調和させることで、国境
を超えた物の移動を円滑化しようと試みた。こう
した背景で締結されたのが、「貿易に関連する技術
的障害に関する協定（TBT協定）」と「衛生植物
検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）」であっ
た。これらの協定の成立によって、各国で相違の
あった産品の基準や認証制度の調和が促進され、
自由貿易体制がより強固なものとなっていった。
　歴史的な経緯が示す通り、WTO協定は国家の法
制度や貿易政策を通じて自由貿易体制の促進を図
ってきたと言えるだろう。ところが、国境を超え
た物やサービスの移動が急速化・稠密化している
グローバル社会においては、国家以外のアクター
が市場において影響力を有するようになり、国家
の規制が必ずしも及ばない領域で自由貿易が阻害
される事態が生じてきた。
　そうした事例の1つとして「プライベートスタン
ダード」の問題がある。プライベートスタンダー
ドとは、企業やNGO、業界団体などを中心に策定
された、産品やその生産方法について定めた基準
や規格、ラベルを指す。これらは、私的な主体に
よって策定された自主的なものであり、法によっ
て遵守が求められるものではない。ところが、一
部のプライベートスタンダードは、市場の中での
浸透が進み、事実上の参入条件としての地位を持
つものも出てきた。こうしたプライベートスタン
ダードの発展と浸透に対して、それらに適合させ
るためのコストを負担することが困難とされる発
展途上国から、WTO協定の下で規制を及ぼすこと
を求める声が上がっている。
　グローバル化によって生じてきた「新たな問

題」に対して、現行のWTO協定はどの程度まで対
処することができるのか。本稿は、以上の問題意
識を基に、プライベートスタンダードの問題に関
して、WTO協定、とりわけTBT協定で解決可能
な範囲とTBT協定の枠外での解決が望まれる部分
について、TBT協定の規定の解釈とその実行の分
析を通じて整理することを試みる。

第２章　プライベートスタンダードを巡る
問題の所在

第１節　プライベートスタンダードの定義と策定

の背景

　最初に本稿が分析の対象とする、プライベート
スタンダードという概念について検討する。差し
当たり本稿ではプライベートスタンダードを「国
家ではないという意味での私的な機関・組織・集
団（以下、特に区別しないときは私的な主体とい
う）が、一定の産品の特性やその生産工程・管理
体制等について定めた基準・規格・ラベル等（以
下、特に区別しないときは、基準等という）」と定
義づける。
　本稿のプライベートスタンダードの定義は当該
プライベートスタンダードがいかなる目的で策
定されたかについては問わないという意味で、先
行研究が対象としてきたよりも広範な基準等を含
む。主たる先行研究は「環境保護と資源保全、労
働条件と労働基準、人権保障、動物の福祉や食品
安全などの社会的な課題」に対処するために企業
や業界団体、NGOが策定した基準等を分析の対象
としてきたと思われる1。社会的な課題の対処を目
的とした基準等の代表例としては、森林保護に関
する森林管理協議会（FSC: Forest Stewardship 
Council）、海洋資源保護に関する海洋管理協議
会（MSC: Marine Stewardship Council）、化学
物質の管理に関するレスポンシブル・ケア（RC: 
Responsible Care）、食品の安全性や生産環境に関
する農業生産工程管理（GLOBAL G.A.P.: Global 
Good Agricultural Practice）等が挙げられる2。 
　私的な主体が、前述のような基準等の策定を通
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じて、企業の行動に制約を課し、社会的な課題に
取り組むという現象が急速に広まったのは、1990
年代以降であると言われている3。この背景には、
環境破壊や労働権の侵害といった社会領域に生じ
たグローバル化の「負の側面」に対して、国家や
国際機関による有効なガバナンスが行なわれてい
ないことへのNGOを中心とした私的な主体の問題
意識があった4。例えば「国際的な規制の協力が
必要となる［森林減少、地球温暖化ガスの排出規
制、生物多様性の保全、食品安全、金融の安定化
などの国境を超えて発生している問題に対して］
伝統的な国際的規制協力の手段である条約を通じ
た規制協力は同意形成に時間がかかり、コンセン
サスを得ることが容易ではない」という批判が生
じた5。伝統的な国家間の交渉や国際機関の主導に
よる問題解決に見切りをつけたNGOなどが、企業
とパートナーシップを結び、グローバル化の「負
の側面」に対応する動きが強まった。基準等の策
定はそうした私的な主体間のパートナーシップに
よる、社会領域の問題解決のための手段の1つとし
て生じてきたと考えられている6。主要な先行研究
はこのような1990年代以降の社会的課題の解決を
目的に掲げた、私的な主体によって策定された基
準等を「プライベートスタンダード」と捉えて分
析してきたように思われる。
　もっとも、私的な主体による基準等の策定それ
自体は1990年代以前から行われてきたことは多く
の論者が認めるところである7。私的な主体によ
る工業製品に関する基準・規格の策定活動はその
一例である。例えば、国際標準化機関（ISO）は
国際的な産品の技術的な基準・規格を策定するこ
とを目的に、1947年に設立された。また、地域又
は国内の技術的な基準・規格を策定してきた私的
な主体としては、ヨーロッパの欧州標準化委員会
（European Committee for Standardization(CEN) 
: 1961年設立）米国の米国国家規格協会 (American 
National Standards Institute(ANSI) : 1918年設立)
等が挙げられ、いずれも私企業などで構成される
私的な機関である。本稿では、これらの機関によ
って策定された基準等も「プライベートスタンダ

ード」として扱うことにする。
　一方、バーゼル銀行監督委員会（Basel Committee 
for Bank Supervision : 1988年設立）による銀行の
自己資本比率に対する規制（いわゆるバーゼル合
意）や国際会計士連盟（International Federation 
of Accountants）が策定する国際会計基準など、
サービス分野に関する基準等は、産品の特性や生
産工程、管理体制との関連性がないため、本稿の
「プライベートスタンダード」の定義には含まれ
ないとする。
　以上のようにプライベートスタンダードの範囲
を定めた上で、次節では、プライベートスタンダ
ードが抱える問題点について検討する。

第２節　プライベートスタンダードが抱える問題点

　プライベートスタンダードに対しては、国際貿
易の不当な障壁となる恐れや正統性の欠如が課題
として挙げられている8。

第１項　国際貿易の不当な障壁となることへの懸念

　プライベートスタンダードが国際貿易の障害と
なりうるという指摘の背景には、次のようなプラ
イベートスタンダードを巡る現状がある。第一に
プライベートスタンダードを遵守するためには、
生産者が一定のコストを支払う必要がある。その
コストとしては、例えば生産過程をプライベート
スタンダードに適合させるための設備投資の費用
や第三者機関からプライベートスタンダードの遵
守の認証を受けるための認証費用などが含まれ
る9。これらのコストはとりわけ途上国の小規模
な生産者にとって大きな負担となっている10。ま
たプライベートスタンダードは私的な主体で策定
されているという性質上、生産者にとってその遵
守は強制的なものではなく任意なものであるが、
プライベートスタンダードの中には市場参入の
条件として事実上の拘束力を持つものもある11。
2005年6月のWTOのSPS委員会において、セント
ビンセント及びグレナディーン諸島がその主要な
産品であるバナナのイギリス向けの輸出がEurope 
G.A.P.（現在のGLOBAL G.A.P.）によって停滞し
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ているという懸念を示したのは12、プライベート
スタンダードが貿易の障害となっていることを
WTOの制度内において始めて提起した例として知
られている13。

第２項　正統性の欠如

　プライベートスタンダードは、私的な主体によ
って形成される規範の1つであるものの、事実上の
市場の参入条件となっているなど当該プライベー
トスタンダードの策定に関与していない私人にも
その影響が及んでいる場面がある。さらにプライ
ベートスタンダードが国内の法制度において参照
されるなど、国家の規制の基礎となっている事例
も各国で見られている14。このようにプライベー
トスタンダードが私的な機関・組織・集団の内部
の規範としての機能に加えて、一般社会において
も重大な規範的な意義を有していると評価できる
場合は、当該プライベートスタンダードの正統性
をいかに確保するかが問題となる15。
　第一にプライベートスタンダードが国家の規制
の基礎として用いられている場合は、国内法の制
度設計や運用を通じてプライベートスタンダード
の正統性を補完できる場合がある。例えば日本で
は行政が私的な主体によって策定された規格を行
政手続法上の審査基準として位置づけたり、性能
規格化した行政の技術基準の具体化の例示として
通達を通じて示したり、行政の技術基準を定める
告示等において、直接引用したり、あるいはその
内容を反映させたりすることがある16。そのよう
な場合においては「民間策定過程に適切な専門的
知識や現場の知識が反映されるとともに、手続が
公正であること17」が求められる。手続的正統性
の確保の具体的な手段としては「民間規格策定プ
ロセスへの参加者であるステークホルダーの類型
化とその民間のバランスへの配慮、反対意見付き
反対への丁寧な対応を含むコンセンサス志向の手
続18」が重要であると説かれている。またこれら
に加え、策定されたプライベートスタンダードの
個々の受容適正を厳格に評価することも必要不可
欠であると考えられている19。このように行政の

適切な監督な誘導に基づいて、プライベートスタ
ンダードの正統化を補完できる場合がある20。
　第二にプライベートスタンダードの策定活動が
「国家活動との接点を欠くような場合21」におい
ても、その策定過程や運用過程に国家行政に対し
て要求される公法法理を段階的に適用していくこ
とでその正統化を図るという考えが提示されてい
る22。この立場は伝統的な民主的正統化論を前提
にしつつも、正統性の概念を国家以外の主体の集
団的意思形成にも開放し、民主的正統化論で蓄積
されてきた正統化の議論を国家以外の集団的意思
形成の局面にも適用させることを試みている23。
プライベートスタンダードの策定活動に適用され
うる公法法理の要素としては、例えば反対者を含
む利害関係者間の「討議・参加」や、それらの討
議と専門家の議論を組み合わせた「成果・結果」
などが挙げられている24。

第３節　本稿のアプローチと射程及び構成

　本稿では前述の2つのプライベートスタンダード
が抱える問題のうち「国際貿易の不当な障壁とな
ることへの懸念」に対して「関税その他の貿易障
害を実質的に提言し及び国際貿易関係における差
別待遇を廃止」することを目的とする、WTO協
定がいかに対応できているのかを検討する。また
本稿は産品に関連する基準・規格・ラベル等をプ
ライベートスタンダードと定義づけていることか
ら、WTO協定の諸協定の中でも、TBT協定に着
目する。TBT協定は各国の基準・規格・ラベル等
が「国際貿易に不必要な障害をもたらすこと」を
防ぐため、様々な規律を設けている。TBT協定上
の規律がプライベートスタンダードにも同様に課
せられるかという点については、学説上も見解が
分かれている。本稿はこれまでの先行研究を鑑み
ながら、プライベートスタンダードの策定主体と
加盟国の関係性や協力関係、国内法令における位
置づけ等に着目して、プライベートスタンダード
のTBT協定上の法的位置づけを整理することを試
みる。その上でTBT協定上の射程に入るプライベ
ートスタンダードの策定活動等に対して、加盟国
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がいかなる法的義務を負うかついて、日本、EU、
中国の工業製品の規格に関する各制度の体制や実
際の運用状況を概観した上で検討する。最後にこ
れらの検討を踏まえて、プライベートスタンダー
ドが抱える問題に対してTBT協定において対処す
ることが期待できる範囲の限界をまとめる。

第３章　プライベートスタンダードとTBT
協定

第１節　TBT協定の概要

　TBT協定は、産品の技術的その他の基準や規
格の制定と適用に関する規律を提示している。そ
の対象は産品の基準・規格に限定されず、産品に
関連する生産工程若しくは生産方法も含まれる
（TBT協定附属書1）。なお「人・動物・植物の生
命や健康の保護を目的として各国が適用する基準
や規格、そしてこうした基準や規格への適合性を
評価する手続き」についてはTBT協定ではなく
SPS協定の規律が及ぶ（TBT協定第1.5条）。
　TBT協定はこのような基準・規格及び認証手
続きが「国際貿易に不必要な障害をもたらすこと
のないようにすること」（前文）を目的としてい
る。一般にTBT協定は他の協定と同様にWTO協
定加盟国（以下、加盟国」という）間の合意であ
り、加盟国に対して義務を課すものである25。し
かし、WTO協定上一定の私人の行為について加盟
国に責任を負わせる場合もあり、私人による基準
等の策定について加盟国に責任が及ぶ場合も想定
される。この点いかなるプライベートスタンダー
ドに対してTBT協定の規律が及ぶかは見解が分か
れている26。

第２節　TBT協定が定める基準・規格の種類―強

制規格と任意規格―

　第一に、プライベートスタンダードという用
語は、TBT協定上に存在しない。したがって、
個々の条文の解釈が問題となる。TBT協定は、
強制規格（technical regulation）と任意規格
（standard）の2つの分類を提示している。

　強制規格とは、特定可能な産品もしくは産品の
グループに適用され、産品の特性又はその関連の
生産工程若しくは生産方法を規定する、遵守が義
務的な文書である27。また、強制規格と任意規格
の違いは、一般に遵守が義務づけられているか否
かであると理解されている28。
　プライベートスタンダードがTBT協定上の規律
の対象となるには「強制規格」もしくは「任意規
格」のいずれかに該当する必要がある。以下では
「強制規格」「任意規格」の順にいかなるプライ
ベートスタンダードがそれぞれに相当しうるのか
を検討する。

第１項　強制規格に相当するプライベートスタン

ダード

　強制規格は遵守が義務付けられている基準等で
あるが、中央政府や地方政府によるものだけでは
なく「非政府機関」によって立案、制定及び適用
されるものも含まれる。「非政府機関」はTBT
協定附属書1の8で「中央政府機関及び地方政府機
関以外の機関（強制規格を遵守させる法的権限を
有する非政府機関を含む。）」と定義づけられてい
る。このような附属書の表現は「非政府機関」に
は「強制規格を遵守させる法的権限が授権された
非政府機関」と「強制規格を遵守させる法的権限
が授権されていない非政府機関」の2種類があるこ
とを示唆している29。「強制規格を遵守させる法
的権限」が授権された「非政府機関」がTBT協定
の射程に入るのは条文が示す通りだが、後者の機
関がTBT協定上の「非政府機関」に含まれるかど
うかについては見解の相違がある30。
　もっとも、強制規格とは遵守することが義務付
けられている基準等を意味し、その遵守が法的に
義務付けられるためには、いかなる形態だとして
も加盟国政府の公権力の授権がなければ成しえな
い31。私人が第三者を一定の行為様式に従うよう
法的に強制することはできないからである。した
がって、TBT協定上の「非政府機関」とは、加盟
国政府から強制規格の立案、制定及び適用のため
の法的権限を与えられた機関に限られると考える。
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　一方、加盟国政府が産品の特性に対して規制を
及ぼすときに、プライベートスタンダードを法令
上で引用することがしばしばある。「法令におけ
るスタンダードの引用（Referring standards in 
Regulation）」という問題については、TBT委員
会においてもしばしば議論されている32。そのよ
うな局面において引用されたプライベートスタン
ダードはTBT協定上、強制規格と評価され、また
当該規格を策定した私的な主体もまた「非政府機
関」と位置付けられるのかが問題となる。
　この点については、各加盟国の法令がいかにし
てプライベートスタンダードを引用するかに依拠
すると考える。
　例えばEUでは、EU規則において私的な主体で
ある、EU標準化機関のスタンダードが引用される
ことがしばしばある。
　具体的には、第一にEU規則が健康や安全とい
った公的な目的の達成のために産品が満たすべ
き「本質的な要件」を定める。その上で、CEN
（European Committee for Standardization）な
どの私的な標準化機関が当該要件を満たすための
技術的な条件を策定する。そしてEU規則は当該
EU標準化機関の技術的な条件に沿った産品は「本
質的な要件」を満たしているという推定を受ける
ことができると規定する。以上のような構造にお
いても「本質的な要件」を満たすことを証明する
別の方法が残されているという点から、私的な標
準化機関によって策定された技術的な条件それ自
体の遵守は強制されていないため、任意的な規格
に留まると説明されている33。
　一方、日本の日本工業規格（Japan Industrial 
Standards: JIS、以下JIS規格という）は、経済産
業省の審議会を経て主として経済産業大臣が制定
し適用する任意の規格であるが、一部のJIS規格は
国内法令の強制法規において引用される場合があ
る34。またJIS規格の中には業界団体を中心とした
私的な主体において作成された規格の原案を基に
制定されたものもある。
　この点について家庭用品品質表示法は、家庭用
品の表示に関し、家庭用品の成分、性能、用途、

貯法など品質に関して表示すべき事項（表示事
項）とその他表示事項を表示する上で表示を行う
者が守らなければならない事項（遵守事項）を品
目ごとに定めている。例えば電気冷蔵庫の具体的
な表示事項と遵守事項の内容は「電気機械器具品
質表示規程」において定められている。例えば同
規程別表第一では電気冷蔵庫の表示事項の一つと
して消費電力量を挙げ、別表第二の十一では消費
電力量の表示は、JIS規格（JIS C9801-3）で定め
られた試験方法に基づいて算出した電力量を表示
しなければならないと定める。家庭用品品質表示
法の表示は、TBT協定上の強制規格・任意規格の
一種であるラベルに相当する。また、家庭用品品
質表示法の表示事項を表示していない家庭用品に
対しては、販売の禁止を内閣総理大臣から命じら
れる場合もあり（第8条）、家庭用品品質表示法の
表示が義務的なものであると評価できる。また遵
守事項において引用されたJIS規格に沿っていない
方法で消費電力量を表示した製造業者、販売業者
又は表示業者は、内閣総理大臣から第5条に基づ
く遵守に関する「命令」を受け、なおもそれに従
わなかった場合は第25条に基づき、罰則が与えら
れる。従って遵守事項において引用されたJIS規格
は、TBT協定上遵守が強制的なものであると評価
でき、強制規格と位置付けられる。さらに、当該
JIS規格は、業界団体である一般社団法人日本電気
工業会（以下、日本電気工業会という）に設置さ
れた委員会において原案が作成され、日本工業標
準調査会の審議を経た上で、経済産業大臣によっ
て制定されている。TBT協定第3条が強制規格の
立案も規律の対象としていることを鑑みると、当
該JIS規格の原案を策定した日本電気工業会は、
TBT協定上の「非政府機関」と評価できると考え
る35。

第２項　任意規格に相当するプライベートスタン

ダード

　強制規格ではない全てのプライベートスタンダ
ードがTBT協定上の任意規格に直ちに相当する
とは限らない。まず任意規格は「産品又は関連の
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生産工程若しくは生産方法についての規則、指針
又は特性を一般的に及び反復的な使用のために規
定する、認められた機関が承認した文書であって
遵守することが義務づけられていないもの」（附
属書1の2）であり、TBT協定第4条は「標準化機
関」による任意規格の立案、制定及び適用につい
て規定を設けている。
　「標準化機関」という用語はTBT協定の規定
において明文上定義されていない。「国際標準
化機構・国際電気標準会議指針書第2巻（ISO・
ICEガイド2）の第6版（1991年）」によると、「標
準化機関」は「標準化における活動を認められ
た機関（a body that has recognized activities in 
standardization）」と定義づけられている36。また
標準化とは、同指針において「実在の問題又は起
こる可能性がある問題に関して、与えられた状況
において最適な秩序を得ることを目的として、一
般的に及び反復的な使用するための記述事項を確
立する活動（the "[a]ctivity of establishing, with 
regard to actual or potential problems, provisions 
for common and repeated use, aimed at the 
achievement of the optimum degree of order in a 
given context"）」とされている。この点は「一般
的に及び反復的な使用のために規定する」文書と
いう任意規格の定義とも一致し、TBT協定第4条
の条文と関連する附属書の文脈を考慮すると、標
準化機関とは「任意規格と同等の文書の作成に関
する活動を認められた」機関であると解される37。 
　次に問題となるのが標準化における活動は誰に
よって認められるのか、という問いである38。こ
の点TBT協定第4条が「非政府標準化機関が適正
実施規準を受け入れかつ遵守することを確保する
ために利用し得る妥当な措置」を取る義務を加盟
国に課していることに鑑みて、加盟国によって
「標準化における活動」が認められなければなら
ないとする立場がある39。一方で別の論者はTBT
協定上の目的の1つは「任意規格（中略）が国際貿
易に不必要な障害をもたらすことのないようにす
ることを確保すること40」であり、そうした目的
に照らすと市場が当該機関を「標準化の活動を行

う機関」と認めているかを、「標準化機関」の判
断の際に考慮するべきであるとする41。
　この論点に関連する先例としては、US-Tuna II
事件が挙げられる。本件は「国際標準化機関」
の解釈が問題となった事件であるが、「標準化
における活動を認められた機関」の解釈の判断
は「非政府標準機関」の用語の解釈の際にも、
参考になる。同事件で上級委員会は「『認める
（"recognize”）』の用語の意味は、ある物事が存
在することを認識する（acknowledgement）とい
う事実的な意味から、ある物事の妥当性や合法性
を認識する規範的な意味まで幅がある42」ことに
留意しなければならないとした。その上で当該機
関が「標準化における活動を認められた機関」で
あると認定するには、少なくとも加盟国が、当該
機関が標準化における活動に従事していることを
意識（aware）している、もしくはそれを予期する
ことに理由があることを要すると判断した43。ま
た当該機関の標準化活動に何らかの形で加盟国が
関与していた事実は、加盟国が当該機関の標準化
における活動を認めていた証拠となるともした44。
　以上の判断を鑑みると、当該機関が存する加盟
国によって「標準化における活動」が認められて
いることが、当該機関がTBT協定上の「標準化機
関」の射程に入る基準の1つになると考えられる。

第３項　小括

　本節ではいかなるプライベートスタンダードが
TBT協定上の「強制規格」又は「任意規格」に該
当するのかという点についてまとめる。
　第一にあるプライベートスタンダードの遵守が
加盟国の法令等によって義務付けられている場
合、当該プライベートスタンダードは、強制規格
であると評価され、当該基準等を策定した私的な
主体は、TBT協定上の「非政府機関」と位置付け
られる。
　第二にプライベートスタンダードの遵守が義務
付けられていない場合であっても、加盟国が当該
基準等の策定などに何らかの形で関与するなど、
加盟国が当該プライベートスタンダードに関する
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策定活動を認めていると評価できる場合は、当該
基準等を制定した私的な主体は「非政府標準機
関」と位置付けられる。
　それ以外のプライベートスタンダードを策定し
ている私的な主体の行為に対して、直ちに加盟国
に責任が発生する規定はTBT協定には見当たら
ない。第4条及び附属書1の「非政府標準機関」に
はあらゆるプライベートスタンダードの策定主体
が射程となりうるという説もあるが、先例との整
合性が問題となる。また実際に「非政府標準化機
関」が遵守すべきとされる「適正実施規準」の受
け入れをTBT委員会に通告しその承認を得ている
「非政府標準化機関」は、82機関に過ぎない45。
　以上の検討から現行のTBT協定の制度上、加盟
国が責任を負うと明確に言えるのは、加盟国政府
がプライベートスタンダードの策定の活動に対し
て、一定の関与をした場合に限られると考える。
次節ではそのような場合においてプライベートス
タンダードの策定主体に遵守が求められる規律の
内容や加盟国が負う義務の内容について検討する。

第３節　「非政府機関」及び「非政府標準化機

関」対して及ぶTBT協定上の規律の内容

　TBT協定上の「非政府機関」又は「非政府標準
化機関」に相当する、プライベートスタンダード
の立案、制定及び適用に対して及ぶTBT協定の規
律の内容は、当該プライベートスタンダードが、
強制規格か任意規格であるかで異なる。したがっ
て、以下では、強制規格、任意規格、双方に対す
るTBT協定上の具体的な規律の内容を検討する。

第１項　強制規格

　第一に加盟国は自国の領域内の非政府機関が強
制規格の立案、制定、及び適用に関する規律を定
めたTBT協定第2条の規定を遵守することを確保
するため、利用し得る妥当な措置を取らなければ
ならない（TBT協定第3.1条）
　非政府機関が遵守すべき規律は次の通りであ
る。第一に強制規格を立案、制定及び適用する際
に同種の産品に同等の待遇を与え（2.1条）、国際

貿易に対する不必要な障害をもたらすことを目的
とせず、かつこれらをもたらす結果を出すような
規格を立案、制定及び適用をしないことが定めら
れている（2.2条）。また関連する国際規格が存在
し、その技術的内容が強制規格の立案、制定及び
適用を通じて追求される目的を達成する方法とし
て効果的かつ適当な場合は、それらを強制規格の
基礎として用いらなければならない（2.4条）。さ
らに「関連する国際規格が存在しない場合又は強
制規格案が関連する国際規格の技術的提要に適合
していない場合において、当該強制規格案が他の
加盟国の貿易に著しい影響を及ぼすおそれがある
とき」は、強制規格の導入の前に、透明性に関す
る手続を取ることが求められる（2.9条）。具体的
には、特定の強制規格を導入しようとしている旨
を他の加盟国の利害関係者が知ることができるよ
うに適当な早い段階で公表し、他の加盟国からの
要請があった場合には、強制規格案の詳細又は写
しを加盟国に提供し、書面による意見の提出のた
めの適当な期間を他の加盟国に差別することなく
与え、要請に応じてその意見について討議し、そ
の書面による意見及び討議の結果を規格の導入時
に考慮しなければならない。その一方で、第2.9.2
条に基づくTBT委員会への通報は、非政府機関
による強制規格の導入の場合は求められていない
（第3.1条）。
　また強制規格の導入後には、強制規格を公表
し、他の加盟国の要請に応じて強制規格の正当性
について説明しなればならない（第2.11条及び2.5
条）。
　以上の規定を「非政府機関」が遵守することを
確保するために、加盟国は利用し得る妥当な措置
を取らなければならない。さらに消極的な義務と
して、自国の領域内の非政府機関がTBT協定第2
条の規定に反する態様で行動することを要求し又
は助長するような措置をとらない義務が課せられ
る（第3.4条）。

第２項　任意規格

　任意規格の場合、加盟国は、自国の領域内の
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「非政府標準化機関」が「任意規格の立案、制
定及び適用のための適正実施規準（Code of Good 
Practice）（以下、適正実施規準という）46」を受け
入れかつ遵守することを確保するため、利用し得
る妥当な措置をとる義務を負う。標準化機関の適
正実施規準の遵守についての加盟国の義務は、標
準化機関が適正実施規準を受け入れているか受け
入れていないかを問わず課せられる（第4.1条）。
なお、適正実施規準を受け入れた「非政府標準化
機関」は、その旨をジュネーヴにある国際標準化
機構・国際電気標準会議情報センターに通報しな
ければならない（適正実施規準パラグラフC）。
　適正実施規準の内容は、TBT条協定第2条の規
定と概ね同様で、無差別性原則の遵守（適実施規
準パラグラフD）、国際貿易に対する不必要な障害
の回避（適正実施規準パラグラフE）、適切な国際
規格を規格の基礎として用いること（適正実施規
準パラグラフG）が求められている。さらに、強
制規格の場合と異なり、透明性に関する手続は、
すべての任意規格の制定の前に、実施しなればな
らない（適正実施規準パラグラフE）。その手続の
内容は、適正実施規準パラグラフJ、L及びNに規
定されている。
　第一に標準化機関は6カ月ごとに作業計画を公表
しなければならない。作業計画には、現在立案さ
れている任意規格並びに直前の期間において制定
された任意規格と、各任意規格について、国際標
準化機構情報ネットワークの規則に従い、対象事
項に関連する分類、任意規格の作成において到達
している段階、基礎として用いた国際規格の出典
を表示する必要がある。また、任意規格を導入す
る前に、利害関係を有する者が任意規格案につい
ての意見を提出するために少なくとも六十日の期
間を置かなければならない。さらに、提出された
意見を、任意規格の作成の段階において考慮しな
ければならず、要請があった場合には、可能な限
り速やかに回答する。また、その回答には、関連
する国際規格と相違する必要がある理由について
の説明を含めなければならない。以上の他、任意
規格の導入後は、当該規格の公表義務がある。

　これら規定を「非政府標準化機関」が遵守する
ことを確保するために、加盟国は利用し得る妥当
な措置を取らなければならない。また、強制規格
の場合と同様に、自国の領域内の非政府標準化機
関が適正実施規準に反する態様で行動することを
直接又は間接に要求し又は助長するような措置を
とらない消極的義務が、加盟国に課せられる（第
4.1条）。

第４節　「非政府機関」及び「非政府標準化機

関」のTBT協定上の規定の遵守について

加盟国が負う義務―利用し得る妥当な措

置をとる義務の解釈―

　加盟国は「非政府機関」のTBT協定第2条の規
定の遵守と「非政府標準化機関」の適正実施規準
の受け入れとその遵守をそれぞれ確保するための
「利用し得る妥当な措置をとる」義務が課せられ
ている。この点について第3条では「加盟国は、
［非政府機関の］前条のすべての規定の遵守につ
いてこの協定の下で完全な責任を負う」とされて
いるが、第4条にはそれに相当する規定はないた
め、非政府標準化機関が適正実施規準に反する行
為に実際に及んだとしても、加盟国がその遵守の
ための「利用しうる妥当な措置」を取っていた場
合は、義務違反とはならないともいえる。この点
を指摘して、第4条1項の「利用し得る妥当な措置
をとる」という規定は、訓示規定の性格が強いも
のであるという指摘47や「曖昧であり力のない」
ものであると批判する論者もいる48。以下では先
例を交えながら、TBT協定第4条1項が、加盟国に
「非政府標準化機関」の行為に対していかなる責
任を課しているのかを検討する。
　第一に、WTOの紛争解決手続において、TBT
第4条1項の義務違反が直接争われた事件はこれま
でない49。
　関連する先例の判断を参照すると、例えば、US
― COOL事件において、上級委員会は「私人の決
定のみに起因する決定的な影響は、加盟国のWTO
協定上の義務違反を認定する証拠とはならない50」
と判断している。この判断に沿うと、少なくとも
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「非政府標準化機関」の個々の行為が適正実施規
準の規定に違反していたとしても、直ちに、TBT
協定上第4条1項の加盟国の義務違反が認定される
のではないと考えられる。即ち、TBT協定上第4
条1項の加盟国が負う義務の内容は、「非政府標準
化機関」の個々の行為に対して適正実施規準の規
定の履行を確保するという意味での結果義務では
なくて、規定に沿った標準化活動が行われること
を確保するために「利用しうる妥当な措置」を取
ったかという行為義務であると考える51。
　次に「利用しうる妥当な措置」の内容について
は、US― Hot-Rolled Steel事件の上級委員会の判
断が参考になる。同事件で上級委員会は「合理性
（reasonable）」の解釈として、「合理性とは特定
の事件におけるすべての状況の考慮を含んだ柔軟
性を意味する」と説いた52。すなわち何が合理的
であるかどうかは個々の事件の状況によって異な
るのであって、したがって「利用しうる妥当な措
置」の内容もケースバイケースで判断されると考
えられる。
　最後に「利用しうる妥当な措置」を取ったかど
うかの立証責任は義務違反の申立国もしくは被
告のいずれかにあるのかについて検討する。一般
に、WTOの紛争解決手続においての立証責任は
義務違反を申し立てる側にあるとされるが53、こ
の点についてはCanada- Alcoholic Brinks事件のパ
ネル報告の判断が参考になる。本件では被告であ
るカナダがGATT第24条12項の「地域機関」に当
たる「地方アルコール委員会（provincial liquor 
boards）」に対して、同規定の「地域機関による
協定の規定の遵守を確保するために執ることがで
きる妥当な措置を講ずる」義務を果たしたかが問
題となった。本件でパネルはGATT第24条12項の
趣旨は、GATTの他の規定の例外を設けることで
はなく、単に地域機関によってなされる措置との
関連で加盟国にGATTの規定を実施する義務があ
ることを明確にすることであるとした54。その上
で上記の義務を果たしたという証明責任は被告で
あるカナダにあり、カナダは地方アルコール委員
会による協定の遵守を確保するための「真摯で持

続的な説得力のある努力（“a serious, persistent 
and convincing effort”）をしたことを示さなけれ
ばならない」と判断した55。
　TBT協定第4条の規定はGATT第24条12項と同
様に他の規定の例外を設ける趣旨ではないと解さ
れることから、本規定においても、被告自らが非
政府標準化機関による適正実施規準受け入れとそ
の遵守を確保するために、真摯で持続的な説得力
のある努力をしたこと」を立証する責任があると
考える。
　以上のようにTBT協定第4条1項では規定に沿
った標準化活動が行われることを確保するために
「利用しうる妥当な措置」を取ったかどうかが問
題となり、その「利用しうる妥当な措置」の内容
は個々の事案によって異なるものだと言える。ま
た、「利用しうる妥当な措置」を取ったかどうか
の立証責任は被告側にあり、被告は、「非政府標
準化機関が適正実施規準を受け入れ遵守すること
を確保するために、真摯で持続的な説得力のある
努力をしたこと」を証明しなければならない。

第４章　TBT協定第３条・第４条の加盟国
の義務の履行状況

　本章では、私的な主体の「強制規格」又は「任
意規格」の立案、制定及び適用に対する、TBT
協定第3条又は第4条上の加盟国の義務が加盟国に
おいていかに具体化されているかを検討する。ま
た、TBT協定の規律が及ぶとされる各私的な主体
がその規律の遵守のためにいかなる措置を取って
いるかも合わせて分析する。本章では、特にこれ
までTBT協定の規律が及ぶと広く認められてき
た、工業製品に関する国家規格や地域規格の制定
に関与してきた私的な主体の基準等の策定活動を
対象に56、日本、EU、中国での義務の履行状況や
各私的な主体の「適正実施規準」の規定の実施状
況を概観する。
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第１節　JIS規格

第１項　JIS規格の概要

　JIS規格とは、工業標準化法に基づき制定される
国家規格で、工業標準化法は、「鉱工業品の品質
の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取
引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図」
ることを目的として掲げている（第1条）57。具体
的には、「製品の種類・寸法や品質・性能、安全
性、それらを確認する試験方法や、要求される規
格値」をJIS規格で定めている。なお、JIS規格に
適合する旨の認証を得た製品にはJISマークを製品
に表示することができる。

第２項　JIS規格の制定過程における日本工業標準

調査会の役割

　JIS規格は、日本工業標準調査会の審議を経て、
対象となる規格の分野に応じた主務大臣が制定す
る。日本工業標準調査会とは、経済産業省の審議
会で、業務運営の基本的事項の企画等を行う「総
会」、総会の下に設置される「基本政策部会」・
「標準第一部会」及び「標準第二部会」とともに
各部会の下にJISの審議などを行う技術専門委員会
が設けられている58。総会は、学識経験のある者
のうちから関係各大臣の推薦により、経済産業大
臣が任命された委員で構成される（第4条）。「部
会」は、委員と経済産業省から任命を受けた「臨
時委員」と「専門委員」で構成される。さらに、
工場標準化法施行規則第2条の4によれば、各部会
を含めた日本工業標準調査会は「生産者、使用者
及び消費者その他の当該案に係る実質的な利害関
係を有するすべての者の意向を反映するよう委員
及び臨時委員の構成について配慮された」もので
なければならない。
　JIS規格の制定過程は、次の通りである。第一
に、利害関係人は、JIS規格の原案を付して規格
の制定を求めることができる（工業標準化法第12
条）。申出を受けた主務大臣から付議を受けたの
ちに、日本工業標準調査会内での調査審議が始ま
る。日本工業標準調査会の調査審議は二段階で行
われ、専門委員会での調査審議ののちに、部会で

の審議に付される。専門委員会及び部会では、提
出されたJIS規格案が、「国家標準として定めるに
足る技術的内容を確保したものか否か」を審議す
る59。日本工業標準調査会内での調査審議は、部
会で決議された「規格案審議ガイドライン」に沿
って行われる。例えば、ガイドラインは、JIS規格
として定めることに欠点があると認める場合とし
て、当該JIS規格案が「対応する国際規格が存在す
る場合又はその仕上がりが目前である場合であっ
て、当該国際規格等との整合化について、適切な
考慮が行われていない」ことや、「当該JISの制定
又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮
が行われていない」ことを挙げている。また、特
に専門委員会においては、当該JIS規格案が「すべ
ての実質的な利害関係者等の意向を適正に反映し
たもの」であるかを調査審議し、不十分であると
判断した場合は、追加のワーキンググループ等を
設置し、利害関係者の意向を適切に反映するよう
必要な調整を行うこととされている。なお、審議
の結果は、日本工業標準調査会から主務大臣に答
申され（第13条）、主務大臣は、当該JIS規格案が
すべての実質的な利害関係を有する者の意向を反
映し、且つ、その適用に当つて同様な条件の下に
ある者に対して不当に差別を附するものでなく、
適当であると認めるときは、これをJIS規格として
制定しなければならない。

第３項　JIS規格制定過程における私的な主体の関

与

　JIS規格制定過程において、業界団体からJIS規
格案が提出されることがしばしばある。そのよう
な団体のうち、JIS規格の制定の迅速化のため、日
本工業標準調査会が定めた一定の要件を満たした
団体からのJIS規格案の申出に対しては、JIS規格
の審議過程の一部が省略・簡素化される運用がな
されている。このような団体は、特定標準化機関
（CSB）と呼ばれ、2018年1月現在、公益社団法人
自動車技術会、一般財団法人日本規格協会、一般
財団法人日本船舶技術研究協会がCSBとして認定
されている60。CSBの要件は、日本工業標準調査
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会標準部会議決による「特定標準化機関（CSB）
制度実施要領」によって定められている。本要領
の具体的な内容としては、まず手続面では、JIS規
格の原案作成のプロセスへの公開性の担保や支配
性の排除、異議申し立て手続の確立などが要件と
して挙げられている。また、規格案の内容面に対
しては、「対応する国際規格の有無を確認し、対
応する国際規格がある場合には、可能な限りこれ
を採用すること」が求められている61。　
　CSBからのJIS規格案の申出の場合、専門委員
会での調査審議が省略され、部会においては、当
該規格案が、要綱に定めた「適正プロセス要求事
項に適合する手順に従って作成された案」である
こと、「すべての実質的な利害関係者等の意向を
適正に反映したものであること」を確認し、技術
的な内容については、規格案に添付された、原案
作成の審議経過を記した報告書をもって判断され
る。

第４項　JIS規格と日本工業標準調査会及びJIS規

格策定に関与する私的な主体のＴＢＴ協

定上の法的位置づけ

　JIS規格それ自体は、遵守が任意的なものであり、
またJISマークは、JIS規格との適合性を示す表示
にすぎない。また、JISマークの表示がなされて
いない産品の輸入や流通、販売等も禁止されてい
ない。したがって、一般にJIS規格及びJISマーク
は、TBT協定上の任意規格と位置付けられる62。
その場合、政府はTBT協定第4条に基づく義務を
履行するため、日本工業標準調査会及びJIS規格策
定に関与する私的な主体に対して適正実施規準の
規定の遵守を確保する措置を取らなければならな
い。しかし、前述の家庭用品品質表示法の例のよ
うに、JIS規格は国内法令において引用され、その
遵守が義務付けられている場合もある。その場合
は、政府にはTBT協定第3条に基づく義務が発生
し、JIS規格策定に関与する私的な主体が、TBT
協定第3条の規定に沿った強制規格の立案を行うこ
とへの完全な責任を負う。
　以下では、第一に、JIS規格が任意規格の場合の

日本工業標準調査会及びJIS規格策定に関与する私
的な主体の適正実施規準の規定の実施状況につい
て、第二に、家庭用品品質表示法を例に、強制規
格と位置付けられるJIS規格の制定に関していかな
る手続が取られたのかを検討する。
　
（１）適正実施規準の実施状況
　第一に、日本工業標準化調査会は適正実施規準
を受け入れている。先に述べた通り、日本工業
標準化調査会の調査審議は、「規格審議ガイドラ
イン」に沿って行われている。同ガイドラインで
は、JIS規格として定めることに欠点があると認め
る場合として、当該JIS規格案が「対応する国際規
格が存在する場合又はその仕上がりが目前である
場合であって、当該国際規格等との整合化につい
て、適切な考慮が行われていない」ことや、「当
該JISの制定又は改正の輸入への悪影響について、
適切な考慮が行われていない」ことを挙げてい
る。これらは、適正実施規準パラグラフD、E、F
の規定に対応したものだと思われる。また、透明
性の規定に関する実施状況を見ると、JIS規格の制
定・改正前に60日間の意見聴取の期間を設け、JIS
規格の制定等の作業状況を記した作業計画を6カ月
ごとに発表するなど、適正実施規準パラグラフJ及
びLに沿った運用がなされている。さらに専門委
員会や部会の審議において、希望するすべての利
害関係者が意見陳述できる機会を設け、調査審議
おいても当該JIS規格案が「すべての実質的な利害
関係者等の意向を適正に反映したもの」であるか
審査し、不十分であると判断した場合は、追加の
ワーキンググループ等を設置し、利害関係者の意
向を適切に反映するよう必要な調整を行うことに
なっている。
　一方CSBと認められた機関のうち、一般財団法
人日本規格協会のみが適正実施規準を受け入れて
いる。CSBは、JIS規格の原案を作成する役割を
担っており、かつ、原案と適切な国際基準との整
合性や手続きの透明性についての日本工業標準調
査会の審査を簡略化される立場にいることから、
実際に適正実施規準を受け入れていなくとも、と
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りわけ適正実施規準の諸規定に沿った原案の策定
活動が求められると考える63。この点はCSBに関
する日本工業標準調査会の制度設計やその運用が
適正実施規準の規定に沿った運用を促していると
思われる64。先に記したように「特定標準化機関
（CSB）制度実施要領」の内容は適正実施規準が
規定の内容が反映されていると評価でき、この実
施要項はCSBに対するガイドラインとしての機能
を有していると思われる。またCSBからの個々の
JIS規格案の申出に対しても、部会での審査を通
じて「特定標準化機関（CSB）制度実施要領」に
沿って原案を作成したか否かの審査が成されてお
り、日本工業標準調査会の監督の下、CSBの原案
作成が適正実施規準の規定に沿った策定活動が行
われることを確保する体制がとられていると評価
できる65。

（２）強制規格化したJIS規格の立案及び制定過程
　ここでは電気冷蔵庫の消費電力量に関する規格
（JIS C9801-3）の立案及び制定過程とその後の家
庭用品品質表示法電気機械器具品質表示規程への
引用の経緯を例に、日本がTBT協定の規定をいか
に実施しているかを明らかにする。
　前述の通りJIS C9801-3は電気機械器具品質表
示規程に引用され、強制規格化している。JIS 
C9801-3の制定及び電気機械器具品質表示規程66の
改正の経緯は次の通りである。
　JIS C9801-3はJIS C9801の改正という形で制定
された67。JIS C9801とJIS C9801-3の違いは、電気
冷蔵庫の消費電力量を図る試験方法にあり、より
使用実態に即した試験方法を標準とするためJIS規
格を改正するに至った68。JIS C9801-3は、業界団
体である日本電気工業会で原案の作成が行われ、
工業標準化法第12条に基づくJIS規格制定の「申
出」が出された。日本工業標準調査会はCSBでは
ないため、専門委員会及び部会による調査審議が
行われ、2015年6月22日にJIS規格として制定され
た。このようなJIS規格の改正を受けて「2013年改
正の表示規程」で定めた「電気冷蔵庫における表
示の標準となるべき事項に関してJISを引用してい

る記述［すなわち、JIS C9801］について所要の改
正」を行う必要がでてきた69。家庭用品品質表示
法第11条に基づき、規程の改正をする場合は、消
費者委員会に諮問し意見を求める必要があり、当
該消費者委員会が2015年11月6日に行われた。その
後、TBT協定に基づくTBT委員会への通報が2015
年11月30日になされ、2016年1月29日まで加盟国か
らの意見を受けつけた70。また、これと並行する
形で、行政手続法上に基づく手続として、2015年
12月24日から2016年1月25日まで意見公募が行われ
た71。これらの手続きを踏まえた上で、2016年3月
1日に「2016年改正の表示規程」が制定された。
　以上の経過をまとめると、JIS規格を強制規格
化する場合には、まず、JIS規格の制定それ自体
は、通常の手続に沿って行われ、その後、制定さ
れたJIS規格を引用する国内法令を改正する手続の
中で、TBT協定上の強制規格の制定に関する義務
（TBT委員会への通報や意見の受付等の透明性に
関する義務）を履行したと思われる。
　一方、以上の手続の中で、TBT協定上の「非政
府機関」である日本電気工業会の原案の作成活動
に対してTBT協定の規律をいかに及ぼすのかが問
題となる。規格の立案の段階においては、立案さ
れた規格が適切な国際規格に基礎づけられている
ことや作業計画の公表、意見聴取の機会の確保な
どが求められると考える。この点については、日
本工業標準化調査会の調査審議による統制・監督
によって、TBT協定上の規律を日本電気工業会の
原案作成活動に及ぼすことが期待できる。日本工
業標準化調査会の調査審議は「規格審議ガイドラ
イン」に基づき実施されるが、当該ガイドライン
の項目には「規格が適切な国際規格に基礎づけら
れていること」が取り入れられている。また、透
明性の規定については、他のJIS規格と同様に、
JIS規格の制定の前に60日間の意見聴取の期間が
設けられる。また、専門委員会又は部会の審議に
おいて、意見表明する機会も設定されている。こ
のようにJIS制定過程の全体を通じて、TBT協定
の規定と整合的な制定活動を行っていると思われ
る。この点において、日本工業標準化調査会が担
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う統制・監督の機能はTBT協定の規定の遵守とい
う観点から重要であると言える。

第５項　産業標準化法への改正後の私的な主体の

JIS制定過程への関与について

　2019年7月1日より、工業標準化法が一部改正さ
れ、産業標準化法が施行される。改正に伴い、JIS
規格の対象となる産品の範囲が広がり、名称も日
本工業規格（JIS）から日本産業規格（JIS）に変
わるほか、TBT協定の諸規定との関連でいうと、
JIS制定手続きについて「専門知識等を有する民間
機関を認定し、その機関が作成したJIS案につい
て、［日本工業標準化調査会］の審議を経ずに制
定するスキーム72」が追加される。日本工業標準
化調査会の審議を省略することで、JIS規格の制定
の迅速化が期待されている。その一方で、JIS規格
案段階における、国際規格との整合化への配慮や
議論の透明性、意見表明の機会を産業標準化法下
の制度においていかに確保していくかが問題とな
る。
　産業標準化法14条によれば、一定の要件を満た
した「認定産業標準作成機関」からJIS規格案の申
出があった場合、当該案が「全ての実質的な利害
関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用
に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当
に差別を付するものでなく、適当であると認める
場合であつて、その申出に係る産業標準を制定す
べきもの」である場合、日本工業標準化調査会の
審議を経ずに、主務大臣はJIS規格を制定しなけれ
ばならない。
　「認定産業標準作成機関」の認定を受けるため
の要件は産業標準化法第22条で示され、具体的に
は「産業標準作成業務に従事する者が、産業標準
の案を作成する業務について十分な知識及び能力
を有」し（同条第2号）、かつ、「産業標準作成業
務の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を
作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要な
ものとして主務省令で定める基準に適合するも
の」（同条第3号）と規定されている。また、より
詳細な基準が「産業標準化法に基づく認定産業標

準作成機関に関する命令」で示されている。
　国際規格との調和性に関する要件としては、
「作成しようとする産業標準の案に関係する国際
規格及び既存の日本産業規格に係る調査の方法や
[JIS規格]として適切なものであることを確認する
ための方法が適切に定められていること」という
規定が設けられている（同命令第4条6号）
　また、策定過程の透明性に関する要件として
は、原案の作成に実質的な利害関係を有する全て
の者の意向を反映するため、原案作成委員会の委
員の構成への配慮（3号）や、利害関係を有する者
からの異議申立てを受け付ける方法及び当該異議
申立てに対する処理方法の確保（7号）、実質的な
利害関係を有する者からの当該案に対する意見の
申出前の受付（8号）を行うことが挙げられてい
る。
　一方で、TBT協定上の適正実施規準の受け入れ
は「認定産業標準作成機関」の認定の要件とはな
っていない。現行法では、日本工業標準調査会の
制度の運用において、適正実施規準に沿った策定
活動を確保してきたと考えられるが、産業標準化
法では、個々の認定産業標準作成機関が立案した
JIS原案の妥当性を判断するのは、JIS規格の制定
権者である主務大臣である。産業標準化法第14条
では、主務大臣は、「当該JIS規格案がすべての実
質的な利害関係を有する者の意向を反映していな
いとき」又は「その適用にあたって同様な条件の
下にある者に対して不当に差別を附するものであ
るとき」はJIS規格の制定をしないことできると
するが、そのような判断には専門的技術的知見が
求められると思われる73。確かに、個々のJIS規格
の策定活動が適正実施規準の規律に沿っていなか
ったとしても直ちに、加盟国としてのTBT協定上
の義務違反が生じるとは限らないが、認定産業標
準作成機関の個々のJIS規格案やその策定過程につ
いて実質的な審査を及ぼす体制を整えることが、
TBT協定上の適切な義務の履行という観点から必
要であると考える74。この点については、産業標
準化法施行後の制度の運用状況を注視して判断す
る必要があると思われる。
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第２節　CEN/CENELEC規格及びETSI規格

第１項　概要

　EUにおける工業規格は、民間の事業体で構成され
る、民間機関によって作成される。代表的な地域的
な標準化機関としては、CEN（European Committee 
for Standardization）、CENELEC（European 
Committee for Electrotechnical Standardization）と
ETSI（European Telecommunications Standards 
Institute）が挙げられる。CEN、CENELEC及び
ETSIの構成員は民間の事業体で占められていてお
り、この意味で、CEN/CENELEC規格とETSI規
格はプライベートスタンダードの一種であると考
えられる75。
　その一方、CEN/CENELEC及びETSIは「ニュ
ーアプローチ」と呼ばれるEUの標準政策におい
て一定の役割を課されている。「ニューアプロー
チ」では、EUが健康や安全、環境や消費者保護
といった公共の利益を保護するための域内を流通
する産品が満たすべき「本質的な要件」を定める
一方、その技術的な内容の策定をCEN/CENELEC
及びETSIに委ねている。例えば、列車のブレー
キ圧力に関する要件として、EU指令が安全性に
関する「本質的な要件」として「圧力を作動させ
ることに耐性があること（resistance to operating 
pressure）」と定めた上で、CEN/CENELECで
「設計及び製造試験」の内容を定め、技術的な面
から安全性のレベルを具体化している76。このよ
うに、EU指令や規則の「本質的な要件」は一般的
な内容であり、その要件を技術的に達成する手段
を定めるのがCEN/CENELEC及びETSIの役割で
あると考えられている77。

第２項　CEN/CENELEC規格及びETSI規格のTBT

協定上の法的位置づけ

　CEN/CENELEC規格とETSI規格は民間機関に
よって作成されるもので、産品の規格への適合化
は任意である78。しかし、前述のように、EU指
令や規則によってそれらの規格が引用されること
がしばしばある79。その場合、CEN/CENELEC
規格もしくはETSI規格に適合している産品は、

その指令や規則が産品に課している「本質的な要
件」を満たしているという推定を受けることがで
きる80。この点、EU代表部は、「本質的な要件」
を満たすことを証明する別の方法が残されている
という点から、CEN/CENELEC規格及びETSI規
格それ自体は法的な拘束力をもつ文書ではないと
いう立場をTBT委員会で示しており81、これに沿
うと、CEN/CENELEC規格及びETSI規格は強制
規格ではなく、任意規格と評価できる82。また、
CEN/CENELEC及びETSIは、適正実施規準の受
け入れを通告しているため、CEN/CENELEC及び
ETSIの適正実施規準の規定の実施状況とそれを確
保するための制度設計及びその運用状況が問題と
なる。

第３項　CEN/CENELEC及びETSIの標準化活動

に対するEUの規律及び監督

　一般に、CEN/CENELECとETSIの標準化活動
は、民間機関という組織の性格上、各機関の自律
性に委ねられている一方83、その活動に対して、
EU規則の一定の規制が課せられている。規制の
一般的な法的枠組みを提供するのが、Regulation 
(EU) No 1025/2012である。
　第一に、Regulation (EU) No 1025/2012は、前
文で、「欧州の標準化活動は、CEN/CENELEC
並びにETSIによって計画され、かつ、一貫性
（coherence）、透明性（transparency）、開放性
（openness）、コンセンサス（consensus）、任意
の適用（voluntary application）、特定の利害から
の独立（independence from special interests）、
効率性（efficiency）という標準化の領域において
WTOで認められた原則に基づくものである」とい
う原則を提示している。
　その上で、透明性と利害関係者の参画について
の規定を設け（第3条から第7条）、特に第5条で
は、CEN/CENELECとETSIは、公的機関、中小
企業、消費者団体、環境もしくは社会団体を含む
すべての関連する利害関係者が、規格の原案の作
成や原案の審議等に参画することを促進しなけれ
ばならないと規定している。
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　また、CEN/CENELEC及びETSIとEUが2003
年に結んだ合意84（以下「2003年の一般的指針」
という）においても、それらの標準化活動にお
いて遵守すべき事項が規定されており、CEN/
CENELEC及びETSIは、2003年の一般的指針の規
定の履行に完全な法的責任を負うとしている85。 
2003年の一般的指針第5節は、CEN/CENELEC及
びETSIに、WTO協定の適正実施規準を履行する
ことや、適切な国際基準が存在する場合、それら
を規格の作成作業において使用することを促進す
ることを求めている。

第４項　CEN/CENELEC及びETSIの適正実施規

準の実施状況

　第一に、適正実施規準パラグラフJに基づく作業
計画の公表は、CNE/CNELEC及びETSIの合同ウ
ェブサイト上で実施している86。
　また、主に国際規格との整合性に関する規定の
実施内容として、CEN/CENELEC及びETSIは、
ISOとウィーン協定（the Vienna Agreement）及
びドレスデン協定（Dresden Agreement）を締
結している点が挙げられる。ウィーン協定では、
CEN/CENELECとISOは一方の組織で作成され
た文書を他方の組織で同時承認するために通知
する仕組みを採用している87。さらに、ドレスデ
ン協定では、ETSIとIECの作業手続を密接に関
連させ、その結果、ETSI規格の72%がIEC規格と
の適合性が認められている88。また、ISOとCEN/
CENELEC及びETSIの作業の密接化は、CEN/
CENELECで進行中の作業の透明性の向上につな
がり、またISOメンバーがCEN/CENELECの規格
策定作業に参画できる機会が増加したとの評価も
ある89。
　最後に意見表明の機会に関する規定の実施内
容について検討する。この点、例えばCENにお
いては、CENメンバーによる投票の前に「照会
（Enquiry）」という手続きが設けられ、当該規格
の策定に利害を持つあらゆる個人及び団体が意見
を提出することができる90。提出された意見は、
投票権を持つメンバーによる意見書の作成等にお

いて考慮されると示されている91。 

第３節　「中華人民共和国標準化法」における

「団体標準」「企業標準」

第１項　旧「中華人民共和国標準化法」における

工業規格の制定・策定

　中国では、WTO 加盟前の1989 年、「中華人
民共和国標準化法」が制定され、同法に基づき、
工業製品に関する規格が制定されてきた。同法
は、中国国家標準化管理委員（Standardization 
Administration of China:SAC）が制定する国家規
格（旧標準化法上の「国家標準」。以下同様。）の
他、関連する行政主管部門が制定する規格（業界
標準）や地方政府の規格（地方標準）、企業・産業
界の規格（企業標準）についても規定を設けてい
た。しかし、旧標準化法下においては、遵守が義
務付けられ、TBT協定上、強制規格と評価される
規格が、上記の分類に関わらず分散しており、ま
た、相互に矛盾する強制規格が存在していたり92、
中国政府が、業界標準・地方標準・企業標準のう
ち遵守が任意的なもので、TBT協定上の任意規格
と評価される規格については、TBT協定とは無関
係であると主張したりするなど93、TBT協定上の
義務の履行状況に疑念が生じていた。

第２項　「中華人民共和国標準化法」の改正と新

制度下における工業規格の制定・策定

（１）「中華人民共和国標準化法」の改正の背景
　標準化法施行以来の著しい経済発展、産業構造
の高度化等、国内情勢の大きな変化を背景に、旧
標準化法の規定内容に関して、規格が対象とする
産品の範囲の狭さや前述のような規格間の統一性
の欠如など、様々な問題が指摘されるようになっ
ていた94。また、団体や企業等の市場参加者よっ
て制定される規格が適切に活用されていないこと
や各機関の標準化作業を管理・監督する機構が整
備されていないことなどが問題として指摘されて
いた95。これらの問題点に対処すべく、2017年に
「中華人民共和国標準化法96（以下、「新標準化
法」という。）」が改正され、2018年1月1日に施行
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された。

（２）「中華人民共和国標準化法」の改正内容―
団体標準及び企業標準に関する規定を中心
に―

　第一に、新標準化法においては、規格の体系が
改められ、国家標準、業界標準、地方標準、団体
標準、企業標準という分類になった。このうち、
国家基準に「適合しない製品、サービスについ
て、生産、販売、輸入し、又は提供」することが
禁じられ（第25条）、業界標準、地方標準は、任意
による適合が推奨される「推奨標準」と位置づけ
られ、遵守が義務的である規格は国家基準に限定
されるようになった。
　また新設された「団体標準」とは「学会、協
会、商工会、連合会等の社会組織が、関連企業等
と共同で市場とイノベーションの要求を満たす」
ために制定・策定する規格（第18条）である。本
規定は、市場による自主的なルールの形成を促進
することを目的に設けられた97。団体標準への適
合は任意であり、団体標準の制定・策定について
は国務院標準化行政主管部門による規律・監督に
服するものとされている（第18条）98。
　企業標準は、企業が単独もしくは他の企業と共
同して制定・策定する規格である（第19条）。旧標
準化法においては、企業標準は、標準化主管部門
に届出する必要があったが99、新標準化法では、こ
の届出制度が廃止され、企業標準の自己表明によ
る公開および監督制度が適用されるようになった。

第３項　「中華人民共和国標準化法」上の「団体

標準」及び「企業標準」のＴＢＴ協定上

の法的位置づけ

　本節では私的な主体が策定する規格である、
「団体標準」及び「企業標準」のTBT協定上の
法的位置づけを検討する。「団体標準」及び「企
業標準」は、民間組織の自主性に基づく任意の規
格であるが、その規格の内容には新標準化法上、
一定の制約が課せられる。第一に、団体標準及び
企業標準の技術要件は、強制国家標準の関連技術

要件の水準を下回ってはならない（第21条1項）。
第二に、規格の策定は、資源の科学的かつ合理的
な利用、科学技術の成果の普及、製品の安全性、
汎用性、代替可能性の強化、経済効果、社会効
果、環境効果の向上に役立つものとし、技術的な
先進性、経済的な合理性を持たせなければならな
い（第22条2項）。これらの規定に適合しない規格
については、標準化行政主管部門が当該規格を策
定した団体に対して、指定した期限までに是正す
るよう命じ、所定期限内に是正を完了しない場合
は、省以上の人民政府の標準化行政主管部門が当
該標準を廃止するとしている（第39条2項）。この
ように新標準化法は、「団体標準」及び「企業標
準」を策定する私的な主体の標準化活動について
政府の規律・監督が及ばされるよう設計されてい
る。また、法で定めた要件と合致しない規格を廃
止する権限を行政府に認めるなど、政府が私的な
主体の標準化活動に実質的に影響を及ぼしている
とも評価できる。US-Tuna II事件における「当
該機関の標準化活動に何らかの形で加盟国が関与
していた事実は、加盟国が当該機関の標準化にお
ける活動を認めていた証拠となる100」という判断
に沿えば、以上のような民間組織と政府の関連性
から、新標準化法において、中国政府は「団体標
準」及び「企業標準」を策定する民間組織におけ
る標準化活動を認めていると評価できる。したが
って、TBT協定上、「団体標準」及び「企業標
準」を策定する社会団体、企業等の民間組織は、
任意規格を制定する「非政府標準化機関」に位置
付けられる。

第４項　新標準化法上の社会団体、企業等の私的

な主体の標準化活動に対する中国政府の

規律及び監督

　前述の通り、「団体標準」及び「企業標準」を
策定する社会団体、企業等の私的な主体がTBT協
定上の「非政府標準化機関」と位置付けられる。
したがって、中国政府は、当該団体が適正実施規
準の規定を実施することを確保するため妥当な措
置を取る義務を負う。
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　新標準化法には、適正実施規準に直接言及する
規定は存在しないが、規準の内容に関連する規定
がいくつか設けられている。
　第一に、規格の公表に関しては、新標準化法は
「国は、団体標準、企業標準について、標準情報
公共サービスプラットフォームを通じて社会に公
開することを推奨する」と規定しており、実際、
SACのホームページで採択された団体標準、企業
標準を公表している。
　次に、規格の策定過程における意見表明の機会
の設置に関する規準の規定に関連して、新標準化
法第18条2項は、団体標準の制定にあたり、開放
性、透明性、公平性の遵守を原則とし、各参加主
体が関係情報を取得することを保証し、各参加主
体の共通の需要を反映しなければならないと規定
する。もっとも、ここで言う各参加主体に、中国
国外の利害関係者が含まれるかどうかは不透明で
ある。また、企業標準の策定に関しては、新標準
化法第8条の「（団体標準、企業標準を含む）標準
の制定は、科学技術研究の成果と社会の実践経験
を基礎とし、入念な調査・検討を行い、広く意見
を募集し、標準の科学性、規範性、適時性を保証
し、標準の質を高めなければならない」という一
般的な規定以外に、策定過程に利害関係者の参画
を求める規定は見当たらない。
　また、団体標準及び企業標準と適切な国際規格
との整合性についても、直接言及する規定は見当
たらない。団体標準に関しては、第18条2項におい
て策定過程において規格に関わる事項に対する調
査、分析、実験、検証を手配することを当該規格
の策定機関に求めている。同規定の実施の1つとし
て、関連する国際規格の有無の調査や策定する規
格と国際規格との整合性を検証することを求めら
れる可能性がある。
　以上のように、新標準化法の規定は、団体標準
及び企業標準の策定機関の適正実施規準の遵守を
確保のための一定の効果は期待できるが、適正実
施規準が求める内容を網羅しておらず、不十分で
ある。なお、利害関係者の策定過程への参加の機
会についての動向として、2017年11月6日、中国の

標準化作業の公開性および透明度を強化し、中国
の標準の国際化レベルを高めることを目的に、関
係当局から「外商投資企業の中国の標準化作業へ
の参与に関する指導意見」（以下「指導意見」）
が公布された101。指導原則では、外国企業が中国
の標準化作業に参与することを奨励し、標準化作
業において、外国企業が国内企業と同等の待遇を
享受することが規定された102。指導原則は、主に
国家基準に関する標準化活動を対象としており、
直ちに団体標準や企業標準に関する標準化活動に
影響を及ぼすものではないが、今後標準化作業の
公開性の向上のための同様の施策が団体標準、企
業標準にも及ぼされるかどうかについて注視して
いく必要があると思われる。

第５項　新標準化法上の社会団体、企業等の私的

な主体の適正実施規準の実施状況

　中国国内の標準化機関で、適正実施規準を受け
入れているのはSACのみであり、いずれの非標準
化機関の同規準を受け入れていない103。その背景
としては、前述の通り、新標準化法も適正実施規
準の規定の遵守のための規定が不十分であること
が挙げられる。また、各規格の策定過程について
も十分な情報が公表されておらず、適正実施規準
の規定に沿った標準化活動が行われているか不透
明である。

第５章　TBT協定の規定の限界

　本章では、これまでの検討を踏まえて、プライ
ベートスタンダードに対する懸念にTBT協定がど
こまで応えることができるのかという点について
まとめる。
　第一に、全てのプライベートスタンダードに対
してTBT協定上の規律を及ぼすことはできないと
いうのが本稿の立場である。TBT協定の規定の一
部には、私的な主体による基準等の策定活動を想
定している部分もあるが、それらの規定の規律が
及ぶのは、加盟国が私的な主体の基準等の策定活
動に対して一定の関与をしたと評価できる場合に
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限られると考える。そのような関与の一例として
は、私的な主体が策定した基準等を法令等で引用
したり、あるいは、私的な主体に国家規格の制定
過程の一部の作業を担わしたり、あるいは、私的
な主体が策定する基準等の内容に法令で制限をか
けたりすることなどが挙げられる。
　しかし、このようにTBT協定上の規律が及ぶ
プライベートスタンダードとその策定主体の範
囲は限定的ではありながらも、そのことはCNE/
CENLEC及びESTIやANSIなどの「伝統的な標
準化機関104」とそれらで策定された基準等のみが
TBT協定の射程となるということを意味するも
のではない。US-Tuna II事件において、上級委員
会は、標準化機関の範囲を複数の基準等を策定し
ている機関に限定するという解釈を支持せず105、
したがって、基準等の策定以外を主な活動の目的
する、また単一の基準等の策定や運用を行って
いる私的な主体であっても、加盟国政府がそれ
らの策定活動に関与していると評価できる場合
には、TBT協定上の「標準化機関」に相当する
と考えられる。この点、例えば、EUの木材規則
（Eu Timber Regulation: Regulation（EU）No. 
955/2010）は、違法に伐採された木材およびそれ
らを使用した木材製品のEU域内への輸入及び販売
を禁止しているが、同規則第6条は、販売者が同規
則で課される義務への遵守を示す証拠の一つとし
て、FSCなどの民間の森林保護に関するプライベ
ートスタンダードへの適合性の認証を受けている
ことを用いることができると定めている106。この
ような場合においては、FSCはTBT協定上の「標
準化機関」として認められると考える。
　第二に、TBT協定上の規律が及ぶ、プライベー
トスタンダードに対しては、TBT協定は、その内
容が国際規格と整合的であることや、策定過程や
策定主体に透明性を求めることで、当該基準等が
不当な貿易障壁となることを防ごうとしている。
国際規格との調和は、生産者にとっても消費者に
とっても情報コストと取引コストを低減させ、経
済的効率性と国境を超えた産品の移動を円滑化
させると考えられている107。また、強制規格又は

任意規格の策定段階において透明性を求めること
で、その内容に利害関係者の意見を反映させ、貿
易上の影響に関する懸念を払しょくすることを意
図している108。さらに、基準等の制定後も当該基
準等の公表を求めることで、基準等の情報を収集
するコストを減らし、市場に参入する前に産品を
当該基準等に適合させる機会を生産者に提供する
ことができると考えられている109。
　これらの規律は、TBT協定第3条及び4条に基づ
いて、各加盟国による規制や監督などの措置を通
じて、当該基準等やそれを策定する私的な主体に
及ぼされるが、この点、同規定は、訓示規定の性
格が強いものであるという指摘や110、「曖昧であり
力のない」ものであると批判する論者もいる111。
この点について、加盟国の実際の「非政府機関」
や「非政府標準化機関」に対する規制や監督の状
況を鑑みると、例えば、非政府標準化機関の適正
実施規準の規定の受け入れ及びその遵守のための
妥当な措置として、加盟国と非政府標準化機関間
とで締結する文書において適正実施規準の規定の
遵守を明記したり、あるいは適正実施規準の規定
と同様の規律を法令等に組み込んだりしている。
また「非政府標準化機関」の適正実施規準の実施
状況としても、国際標準機関との策定作業間の連
携を高め、あるいは専門家で構成される中立的な
組織による基準等の内容の審査を受ける仕組みを
とるなどの措置が取られている。また、策定活動
の透明性についても、策定の過程や任意規格策定
の全体のプロセスの中に、利害関係者からの意見
聴取の手続を取り入れるなどの実行が見られた。
中国においては、適正実施規準の実施内容が不透
明・不十分な点も見受けられたが、策定活動の公
開性および透明性の重要性は法令や関連する文書
において確認されている。これらの加盟国の実行
及び「非政府標準化機関」の実施状況を鑑みる
と、TBT協定第3条及び4条の規定には、訓示的な
規定に留まらない、一定の実効性があると思われ
る。
　もっとも、これらの加盟国の実行及び「非政府
標準化機関」の実施状況がTBT協定上の要請のみ
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に基づいているとは限らないという点に注意が必
要である。例えば、非政府標準化機関によって策
定された基準等が法令において一定の効力を有し
ている場合などは、その策定過程に対する透明性
の要請は、当該策定過程の正統化という観点から
も生じてくる112。
　最後に、加盟国とプライベートスタンダードの
策定主体との関係性が何ら見られない場合におい
ては、当該プライベートスタンダードが市場の参
入条件となっているなど事実上の拘束力を有して
いたとしても、TBT協定上の規律が及ばないとい
う、TBT協定上の限界を指摘する。事実上の拘束
力を有するプライベートスタンダードに対しても
TBT協定上の規律が及ぶよう協定の改正を主張す
る論者も見られるが113、プライベートスタンダー
ドを巡る各国の立場の隔たりは小さくない。実際
に、2005年にセントビンセント及びグレナディー
ン諸島がSPS委員会に食に関するプライベートス
タンダードである、Europe G.A.P.に対する懸念を
表明して以来、SPS委員会ではプライベートスタ
ンダードとSPS協定の規律の関連性について議論
が進められたが、議論の土台となる、「プライベ
ートスタンダード」という用語の定義でさえ、加
盟国間において合意に至らず、2015年3月以降、
本テーマについて議論していたワーキンググル
ープの活動が中断している114。以上の点を考慮す
ると、現行のTBT協定やSPS協定の射程の外にあ
る、プライベートスタンダードに、協定の規律を
及ぼすような改正が実際に行われるどうかは不透
明である。

第６章　終わりに

　本稿は、プライベートスタンダードが抱える問
題のうち、プライベートスタンダードが国際貿易
の不当な障壁となることへの懸念を、現行のTBT
協定の規定がどの程度まで払拭できるのかという
点について明らかにしてきた。その一方、主に食
品の安全性に関するプライベートスタンダードに
対して適用の可能性があるSPS協定において、い

かなるプライベートスタンダードがSPS協定の規
律が及ぶのかという点については十分に検討する
ことができなかった。もっとも、SPS協定におい
ては、SPS協定第13条の「非政府機関」の解釈が
問題となるが、「非政府機関」の定義はSPS協定
上には存在せず、TBT協定の「非政府機関」あ
るいは「非政府標準化機関」の解釈を参照して検
討される傾向にある115。その点において、本稿の
TBT協定上の「非政府機関」あるいは「非政府標
準化機関」の解釈がSPS協定上のプライベートス
タンダードの法的位置づけを検討する上で、参考
になりうるが、それらの検討は今後の研究課題と
したい。
　また、本稿では検討の射程としなかった、プラ
イベートスタンダードの正統性の問題も重要な論
点である。しかしながら、貿易の自由化を目的と
したTBT協定を含むWTO協定において正統性の
問題を正面から扱う規律を見出すことは難しいと
思われる。この点については、国内公法学やグロ
ーバルガバナンス論などWTO協定の枠外の視座を
取り入れながら今後検討していきたい。

1 例えば、内記香子「国際通商体制における規範
の多層化：プライベート・スタンダードの拡大
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