


必須要求事項を満足することを宣言する主要な方法は、 EN規格 (EuropeanNorm :欧州統一規

格)との適合を示すことであり、その EN規格制定は EC委員会 (EuropeanCommission :欧州委

員会)と EFTA(European Free Trade Association :欧州自由貿易連合)の求めで民間団体の CEN

(European Committee for Standard :欧州標準化委員会)に付託することが決められている。

統一規制する分野の中には、建設資材が含まれているが、その他の分野には、単純圧力容器、

玩具の安全、電磁気適合性、機械安全、身体防護用具、非自動重量計，埋込式能動医療機器、ガ

ス燃焼機器、遠隔通信端末機器、熱水ボイラ一、低電圧電気機器、民生用爆薬、医療機器、防爆

機器、レジャー用舟艇がある。

実際の評価判断に当たっての技術的要件は、各 UN規格に委ねられ、その規格への適合性を証

明する方法は原則として製造業者自身に任されている。適合性チェックには、設計仕様と生産仕

様の組合せで 8つのモジュール方式が提示されているが、各分野の指令によって選択の範囲が指

定されている。

マーキングが不適格に貼付された場合は、加盟国がその製品の市場への出荷の停止または禁止

措置がとられる。

m.ジオシンセティックス規格の事例

EU各国では UN規格が圏内規格より上位に位置付けることを義務付けられていることから、

例えば、英国規格の作成団体である BSI(British Standards institution :英国規格協会)は重複する

新たな規格は作成しない方針とし、 BS規格は下記のように EN規格の EnglishVersion (英語・仏

語・独語の 3ヶ国語が公式言語)そのものを規格本体にしている。以下にその内容の概括を示す。

BS EN 13251 :2001 Geotextiles and geotextile-related products-Characteristics required for use in 

earthworks， foundations and retaining structures 

規格票の表紙と扉頁には BS規格の表示があり、次頁以降は EN規格本体の構成となっている。

ForewordとIntroductionに続き、この規格は下記の目次内容である(主要個所のみ和訳)。

1. Scope:適用

2. Normative references :引用規格

3. Terms， definitions and abbreviations :用語の定義と略語

3.1 Terms and definitions 

3.2 Abbreviations 

4. Required characteristics and corresponding methods oftest :要求特性とその試験法

4.1 General 

4.2 Characteristics relevant to specific conditions of use :用途ごとの特性

4.2.1 Tensile strength ofseams andjoints 

4.2.2 Static puncture 

4.2.3 Friction characteristics 

5. Evaluation of conformity :適合性の評価

5.1 Presentation of characteristics 
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5.2 Verification :証明

5.3 Initial type tests :初期型試験

5.4 Factory production control :工場製造管理

5.5 Inspection :検査

6. Marking:マーキング

Annex A (normative) 附属書 A (規格) Scheme of factory production control 

:工場製造管理計画

A.l Product design :製造設計

A.2 Production:製造

A.3 Finished products :完成品

A.4 Applicable to A.l， A.2 and A.3 (to be used where appropriate) : A 1""" 3に応じた適用

Annex B (normative) 附属書 B (規格) Durability aspects :耐久性事項

B.l Weathering:風化

B.2 Required service lives up to 5 years : 5年以内の要求寿命

B.3 Required service lives up to 25 years : 25年以内の要求寿命

B.4 Other geotextiles or geotextile-related products :他のジオテキスタイルとその関連製品

Annex C (informative) .附属書 C (参考) Guidelines for the selection of the appropriate standard in a 

specific application :特定用途への適切な規格の選定ガイドライン

Annex 0 (informative) :附属書o(参考) Flow chart of the process of evaluation of durability 

:耐久性の評価過程の流れ図

Annex ZA (informative):附属書 ZA(参考)Clauses ofthis European Standard addressing the provisions 

of the EU Construction Products Directive : EU建設資材指令の規定に対する欧州規格の

条項

ZA.l Scope and relevant requirement clauses :範囲と関連要求条項

ZA.2 System of a悦 stationof conformity for geotextiles and geotextile-related products used in 

earthworks， foundations and retaining struc同res:土工、基礎、擁壁用ジオテキスタイルとそ

の関連製品の適合性の証明制度

ZA.3 CE marking and labeling : CEマークとラベル

上記にみるように、寿命年限に応じた耐久性の対応がなされ、また適合性の評価に関して附属

書が詳細に記述しているのが特徴的である(具体的な内容は各規格を参照されたい)

出荷のパッケージには、 CEマークとともに、第三者認証機関である通知機関 (notifiedbody) 

の識別番号、製造者の名前、識別番号、登録住所、マークを付けた年、工場生産管理の認証番号、

欧州規格名、などを記すことになっている。

その他の UN規格の例としては下記のものがある。

PrEN 13491 : Geosynthetics and geosynthetic clay liners -required characteristics for use in包旦旦els

and underground structures 

PrEN 13492 : Geosynthetics and geosynthetic clay liners -required characteristics for use in the 
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construction of 1iquid waste disoosa1 sites or transfer stations 

PrEN 13361 : Geosynthetics and geosynthetic c1ay 1iners -required characteristics for use in the 

construction of reservoirs and dams 

PrEN 13362 : Geosynthetics and geosynthetic clay 1iners -required characteristics for use in the 

construction of canals 

PrEN 13363 : Geosynthetics and geosynthetic c1ay 1iners -required characteristics for use in soli豆

waste stora!2:es and waste disoosa1 sites 

CEN/TC 189 N 247 Geotextiles and geotexti1e-re1ated products -requirements for use in the 

construction of roads and other trafficked areas 

CEN/TC 189 N 249 : Geotexti1es and geotexti1e-related products -requirements for use in the 

construction of旦il主笠E

CEN/TC 189 N 250 : Geotexti1es and geotexti1e-related products -requirements for use in Q旦担盆皐皇

立証皇旦E

CEN/TC 189 N 251 : Geotexti1es and geotextile-re1ated products -requirements for use in皇茎皇旦亘l

erosion contro1 

CEN/TC 189 N 319 : Geotextiles and geotextile-re1ated products -requirements for use in盆塑h豆I

些立出塁

町.あとがき

EUの市場統合は着々と自律的に実現しつつあるといえる。 CEマーキング制度の目的は、従来

の欧州域内の国ごとに異なる安全規制の範囲やレベルを整理統合し、製品仕様を一本化させ、メ

ーカーの負担の軽減をさせることにより統一市場のスケールメリットを生かし、流通を円滑にす

ることにある。 CEマーク制度そのものは簡明かつ明快ではあるが、従来慣れ親しんできた JISマ

ーク等とは異なる点もあり、制度の趣旨と理解するとともに、今後は ISOなどの国際規格対応や

規格のあり方にも関連する状況変化が考えられる。
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