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独・英の規格
は、国際規格
やＥＮに影響
力が大きい‼

　－ 標準規格には、国際的な団体や機関で定めた規格、世界各国で定めた規格がある
　－ 世界各国の標準規格の多くは、国際的な団体や機関で定めた規格をそのまま適用される場合が多い

規格/標準化団体名

（規格名）

ISO
International Organization for Standardization
（国際標準化機構）

電気・電子の技術分野を除く全産業分野（鉱工業、農業、医薬品など）における国際規格

IEC
International Electrotechnical Commission
（国際電気標準会議）

電気・電子の技術分野に向けた国際規格、規格適合性評価の国際協力を推進

ITU
International Telecommunication Union
（国際電気通信連合）

世界全体の電気通信に関する標準化や規制、組織は無線通信部門・電気通信標準化部門・電気通信開発部門から構成

EN
European Norm
（欧州規格）　通称：ヨーロピアンスタンダート

EN規格は欧州統一規格で、各加盟国は自国の国家規格にEN規格を反映させ，矛盾があれば国家規格を撤廃することが義務付
けられている

－ CE（ConformiteEuropeenne)マーキング
CEマーキングとは，欧州連合（EU）の加盟国で販売される製品に対して表示が義務化、CEマーキング製品は，「指令」と呼ばれ
る共通ルールに適合、指令には、RoHS指令・WEEE指令・EMC指令・低電圧指令・機械指令などがある

JIS
Japanese Industrial Standards
（日本工業規格）

日本国内の工業製品に関する標準規格や評価/測定方法などを定める国家規格、 JISによって策定される標準規格は工業標準
化法に基づいて制定

PSE
Product Safety Electrical Appliance &Material
（電気用品安全法）

電気用品安全法は，従来の電気用品取締法（通称：電取法）の代わりとして施行された法律

GB
Guojia Biaozhum
（中国国家標準）

中華人民共和国規格協会が策定する中国の国家規格、日本のJIS規格に相当、GB規格には、強制力ある「強制国家標準（GB
規格）」、「推薦国家標準（GB/T）」、「国家標準化指導性技術文書（GB/Z）」がある

－
China Compulsory Certification
（CCC認証制度）

中国は2001年12月、WTO（世界貿易機関）正式加盟に伴い制定した認証制度、新しい認証マークおよび認証書を取得していな
い製品の出荷、輸入、販売を禁止

韓国 KS
Korean Industrial Standards
（韓国産業規格）

KS規格は韓国の国家規格、日本のJIS規格に相当

ドイツ DIN Deutsche Industrie Normen（ドイツ連邦規格）
ドイツ規格協会（Deutsches Institut fur Normung）が制定するドイツの国家規格、日本のJIS規格に相当、DIN規格は英国のBS
規格と並び、欧州標準化作業（EN規格など）や国際的な標準化作業（ISO規格など）への影響力が最も大きい

英国 BS
British Standards
（英国規格）

英国規格協会（BSI：British Standards Institution）が制定する英国の国家規格、日本のJIS規格に相当、BSIは100年を超える
歴史と実績を持つ標準化団体、欧州での標準化作業や国際的な標準化作業において先導的な地位にある

フランス NF
Norme francaise
(フランス国家規格)

フランスの国家標準化機関であるフランス規格協会（AFNOR：Association francaisede normalisation）が定めた国家規格、日
本のJIS規格に相当

ANSI
American National Standards Institute
（米国規格協会）

工業分野において米国の代表的な標準化団体であるANSIが制定する国家規格、ANSI自体は規格を策定せず，約100に達する
専門機関や関連団体が作成した規格を承認してANSI規格とする

UL
Underwriter’s Laboratolies Incorporated
（米国保険業者安全試験所）

米国の民間団体である米国保険業者安全試験所が策定した安全規格。この規格の約70％をANSIが承認し米国の国家規格に
適用

FCC
Federal Communications Commission
（米国連邦通信委員会）

米国政府の独立機関で、ラジオ・テレビ放送、有線・衛星通信といった米国内，もしくは国際的な通信に対して規格を策定し管理

IEEE
The Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc.
（米国電気電子学会）

IEEEは電気・電子技術に関する世界最大の学会で、学会開催・論文誌発行・技術標準規格の策定などを行う、LANやWANなどの
標準規格「IEEE 802シリーズ」が有名

NEMA
National Electrical Manufacturers Association
（米国電機工業会）

NEMAは電気製品に向けた標準規格を策定

カナダ CSA
Canadian Standards Association
（カナダ規格協会）

カナダ規格協会が策定した標準規格、カナダ各州の法律では公共の電力網に接続されている電気機器は安全性を定めたCSA
規格への適合を義務化

欧州
（地域規格）

米国

国や地域 規格略称 活動内容

国際規格

日本

中国

世界・地域および主な各国の規格/標準化団体について
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アルコール検知器に関する世界の主な規格（2020年現在）
地域 分野 規格名 規格の概要

規格番号
（アルコール検知器）

規格の用途・特徴
製品の主な検知原理

（ガスセンサの原理）
認証方式

国際標準 世界 法定計量
OIML
－国際法定計量機関を設立
する条約（1955年）

モデル規制であり強制では無いが、OIML
加盟諸国は可能な限り、この勧告を実施し
なければならない

OIML R-126：2012
証拠用呼気分析計(EBA)

警察の証拠用として、法執行・交通安全・
労働安全など各専門用途に使用

NDIR
（非分散型赤外線吸収
式）

性能試験：9項目
環境試験：23項目

ドリフト試験：2項目
干渉ガス試験：3項目
合計　37項目

型式認証

EN15964：2011
法執行、交通安全、労働安全など各専門分
野で使用、安全管理用途では世界最高の技
術水準

電気化学式（燃料電池
式）
＆ NDIR

性能試験：10項目
環境試験：11項目

ドリフト試験：1項目
干渉ガス試験：1項目
合計　23項目

型式認証

EN16280：2012
交通安全、労働安全など各業界で使用、個
人用途では世界最高の技術水準

電気化学式
（燃料電池式）

性能試験：8項目
環境試験：6項目

ドリフト試験：1項目
合計　15項目

型式認証

BS EN 15964：2011
法執行、交通安全、労働安全など各専門分
野で使用、安全管理用途では世界最高の技
術水準

電気化学式（燃料電池
式）
＆ NDIR

性能試験：10項目
環境試験：11項目

ドリフト試験：1項目
干渉ガス試験：1項目
合計　23項目

型式認証

BS EN 16280：2012
交通安全、労働安全など各業界で使用、個
人用途では世界最高の技術水準

電気化学式
（燃料電池式）

性能試験：8項目
環境試験：6項目

ドリフト試験：1項目
合計　15項目

型式認証

NF EN 15964：2011
法執行、交通安全、労働安全など各専門分
野で使用、安全管理用途では世界最高の技
術水準

電気化学式（燃料電池
式）
＆ NDIR

性能試験：10項目
環境試験：11項目

ドリフト試験：1項目
干渉ガス試験：1項目
合計　23項目

型式認証

NF EN 16280：2012
交通安全、労働安全など各業界で使用、個
人用途では世界最高の技術水準

電気化学式
（燃料電池式）

性能試験：8項目
環境試験：6項目

ドリフト試験：1項目
合計　15項目

型式認証

DIN EN 15964：2011
法執行、交通安全、労働安全など各専門分
野で使用、安全管理用途では世界最高の技
術水準

電気化学式（燃料電池
式）
＆ NDIR

性能試験：10項目
環境試験：11項目

ドリフト試験：1項目
干渉ガス試験：1項目
合計　23項目

型式認証

DIN EN 16280：2012
交通安全、労働安全など各業界で使用、個
人用途では世界最高の技術水準

電気化学式
（燃料電池式）

性能試験：8項目
環境試験：6項目

ドリフト試験：1項目
合計　15項目

型式認証

DOT-EBT
（証拠呼吸検査装置向け
規格）

法執行、交通安全、労働安全など各専門分
野で使用、安全管理用途では世界最高の技
術水準

電気化学式
＆ NDIR

性能試験：3項目
環境試験：2項目

干渉ガス試験：1項目
合計　6項目 型式認証

DOT-ASD
（呼気ｱﾙｺｰﾙｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ﾃﾞﾊﾞｲｽ向け規格）

交通安全、労働安全など各業界で使用、個
人用途では世界最高の技術水準

電気化学式
＆ 半導体式

性能試験：1項目
環境試験：2項目

干渉ガス試験：1項目
合計　4項目 型式認証

中国 全産業

GB/T
－各業界毎に技術標準を定
めた業界標準で、行政主管
部門が制定・審査承認・公
布

GB/T規格は強制力の無い任意規格
GB/T 21254-2017
(技術規格)

未調査 未調査 型式認証

日本
運輸分野
その他

JB
－J-BAC（アルコール検知
器協議会）が定めた業界自
主規格

JB規格は、J-BACが日本の業界標準を目
指し自主的に定めた技術規格であり強制力
は無い。外部機関による検定制度を2019
年から実施

JB10001-2017
日本の主な運行安全管理に広く使用、注
釈・取扱などを基準化、J-BACが業界への
啓蒙に注力

電気化学式
＆ 半導体式

性能試験：2項目 干渉ガス試験：1項目
合計　3項目

型式認証

地域規格 欧州 全産業

各国

英国 全産業
BS
－BSI（英国規格協会）が
発行する英国国家規格

欧州並びに国際的な標準化作業において先
導的役割を持つ、 EN/ISO/IEC規格を取
り入れてBS規格として発行している

フランス 全産業

NF
－AFNOR（フランス規格協
会）が定めたフランス国家
規格

信頼性試験項目数（目安）

未調査

EN/ISO/IEC規格を取り入れてNF規格と
して発行している

ドイツ 全産業

DIN
－DIN（ドイツ規格協会）
が発行したドイツ連邦国家
規格

英国BS規格と並んで欧州（EN）や国際標
準（EN/ISO/IEC）への影響力が大きい

米国 運輸分野
DOT
－DOT（米国運輸省）が発
行した運輸関連の規格

DOT規格への適合性をNHTSA（米国幹線
道路交通安全局）が認証するもので、米国
では強制力がある

EN
－CEN(欧州標準化委員
会)、CENELEC (欧州電気
標準化委員会)により認証さ
れた欧州統一規格

EN規格の制定により、欧州加盟国は自国
の国家規格への適合義務がある
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EN規格とJB規格の信頼性試験項目の概要

EN
規格

精度
干渉

呼気量

結露
温湿度
ノイズ

長期
ドリフト

(経時)

振動
落下

※特記①
EN16280は干渉試験の要求項目は無いが、
電気化学式センサ搭載であれば干渉性は
優れていると判断できる

※JB10001規格は初期性能試験3項目のみ
で、次回点検までの期間、正常使用の維
持が可能かどうかを確認する為の耐久試
験条件が、現状含まれていない

試験項目数(目安) 性能試験 干渉試験 環境試験 ドリフト試験

EN15964：2011
(欧州統一規格)

23項目

精度試験
再現性･直線性試験
ヒステリシス(高濃
度暴露)試験
呼気量影響試験
電池電圧変動試験
他･･･

干渉ガス影響試験
（アセトン、一酸化
炭素、メタン）

結露試験
温度変動試験
加湿試験
放射ノイズ影響試験
静電気影響試験
機械的衝撃試験
振動試験
自由落下試験
ヒートサイクル放置試験
低温放置試験
他･･･

長期ドリフト試験
（3ヶ月～1年：要求
仕様により）

EN16280：2012
(欧州統一規格)

15項目

精度試験
ヒステリシス(高濃
度暴露)試験
呼気量影響試験
電池電圧変動試験
他･･･

 ※特記①

結露試験
温度変動試験
自由落下試験
ヒートサイクル放置試験
低温放置試験
高温放置試験
他･･･

長期ドリフト試験
（6か月～1年：要求
仕様により）

JB10001-2017
(日本の業界自主規格)

3項目
精度試験
再現性･直線性試験

干渉ガス影響試験
（アセトン、一酸化
炭素、水素）

主な信頼性試験項目の概要規格番号

EN規格は、次回点検までの期間、正常
使用を維持する為の耐久試験が充実！
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EN15964：2011（2011年1月29日に欧州標準化委員会（CEN）に承認・制定された欧州規格）
法執行用として規格設計されたもので、その認証機器は、法執行、交通安全、労働安全などさまざまな専門分野で使

用されており、その技術レベルは世界最高水準である。

EN16280：2012（2012年8月18日に欧州標準化委員会（CEN）に承認・制定された欧州規格）
一般人の自己チェック用として規格設計されたもので、信頼性の高い呼気中アルコール濃度測定を意図として、その

認証機器は、交通安全、労働安全を中心に幅広い業界で使用されており、その技術レベルは個人スクリーニング用途で
は世界最高水準である。

一般的にDIN規格（独）及びBS規格（英）ともに、EN規格（欧州）への影響力が強い
欧州加盟国は自国の国家規格にEN規格を適合させる義務がある
EN規格は中国、韓国、日本など、アジア諸国の国家・業界標準にも影響力があり、北米他からも注視されている

アルコール検知器のEN規格（ヨーロピアンスタンダード）の特長

EN規格は法執行以外の用途において グローバルスタンダードと言って過言では無い

EN規格は、世界のいかなる規格と比較しても要求試験条件の充実では群を抜いており、検知精度・干渉性などの性能
試験をはじめ、耐環境性・長期ドリフト・振動・落下などの耐久試験、電池電圧変動・ノイズ影響などの電気的信頼性
試験に至るまで、厳格に設計された世界でも類のない高度な技術規格です。
EN規格認証製品は最も優れた性能と信頼性を備えている証と言えます。
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EN規格認証製品への拘り

東洋マーク製作所製 アルコール検知器の強み

AC-015
(EN15964認証)

AC-015BT
(EN15964認証)

AC-016
(EN16280認証)

AC-018
(EN15964認証)

★ Bluetooth通信機能搭載 ★ Bluetooth通信機能搭載

技術水準では世界トップレベルと認知されている高度な欧州統一規格（ヨーロピアンスタンダード）の認証取得に力
を入れております。EN認証取得により最高の性能と信頼性を備えたアルコール検知器をお届けすることで、アルコール
チェックの信頼性を確保でき、点呼の実効性向上と業務ロスの低減に必ずお役立ていただけます。安心できる性能と信
頼性は、社会の交通安全・労働安全創りに大いに貢献できるものと確信しております。これからも世界レベルの技術動
向を睨みながらより良いモノづくりに挑戦していきます。

http://www.toyo-mark.co.jp/
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