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3つの
スイスと 

他の国々との間の 
MRA

累計で
4,600 － 6,300

億スイスフランのコスト削減
がMRAに基づいて

2035年までに実現されます。

生産と貿易のハブとしてのスイス
概要
スイス製品は、その品質、精度、安全性と信頼性によって特徴づけられます。外国でスイス
製品を購入する人々には、こういった特徴に対して高い価格を支払う心づもりがあります。相
互承認協定（MRA）によって、スイス製の商品は、世界最大の市場であるEUを含む多くの貿
易相手国の製品規制においても適合認証を受けることができます。これによって商品の輸出
入に際して簡便化がはかられ、スイス企業には、同等の協定を持たない第三国の競合他社
に対する競争上の優位性がもたらされています。

スイス製品は簡単にEUに輸出できます
スイスとEU間で相互基準適合認証している製品

製品カテゴリー
機械
個人保護具
玩具
医療機器
ガス器具、温水ボイラー
印刷機器
無電装置
電気通信装置
爆発物関連取扱いの
機器・システム
電気装置、
電磁気シールド

製品カテゴリー
建築機器、建築機械　
測定器、簡易容器　
動力車
農林業トラクター　
医薬品安全性試験実施基準 (GLP)
医薬品および医療機器の輸入販売管理および品質管
理規則(GMP)

建築用品
昇降機　
殺菌製品　
ケーブルカー　
民間用爆発物

出典: SECO, 相互認証協定 スイス - EU, 2018年
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製品規制と製品の安全性
安全性のため、また、健康、環境、消費者を保護するために、国が規
定した数多くの規制が存在します。これは商品の生産および流通の
際に遵守されなくてはなりません。スイスでは、これらの製品規制は、
さまざまな法律や規則で定められており、次の製品カテゴリを包括
します。 

 農産物／食品 

	 工業製品
 

 日常必需品

	 その他の製品

これらの製品規制は国によって異なっており、貿易上の制約となっ
ています。したがって、輸出される商品は、輸入する側の国での製
品規制に準拠する必要があります。

このことは、輸出業者にとっては、事前に輸入する側の国において
その適合性を公式認証機関に検査させる必要があることを意味し
ます。これに関連して発生する余計な時間と費用は、該当する製
品の国際競争力に著しく影響します。

www.seco.admin.ch>Themen 
スイスにおける製品規制の概要
言語：ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語

相互承認協定
適合性評価の相互承認の貿易を促進するために、製品規制が異な
る場合においても貿易を容易にするため、多くの国が適合性を相
互に承認し合う旨の協定（相互承認協定、MRA）を結んでいます。
これは、輸出国で実施された適合性評価を輸入国が承認すること
を義務付けています。これにより企業は、輸出国の製品規定に基づ
いて製品を検査することができます。両国の製品規制が同等であ
る場合、輸出国で独自の規制に基づいて行われた適合性評価で
十分です。

スイスは現在、次の貿易相手国とMRAを結んでいます。 

1.	 EU（28か国）

2.	 EFTA／EEA（ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）

3.	カナダ

多くの製品は、通常国内市場において、あらかじめ国内の製品規制
に従って試験される必要があるため、企業はMRAに基づいて二重
の適合性評価を回避できます。ライフサイエンス、MEMおよびICT
といったハイテクの割合が高い分野にとって、これは非常に重要で
す。これは、製品が複雑であるほど、適合性評価により多くの時間と
費用が必要となるからです。

企業的観点からすると、MRAは法的確実性を著しく高め、販売活動
で発生する時間と費用を削減します。EUおよびEEA／EFTA諸国と
の貿易だけをとっても、これにより推定で年間2億5,000万から5億
スイスフランのコストが削減されています。

スイスとEU間のMRAにより、スイス企業は自社の製品にEUへの
輸出に必要なCEマークを取り付けることができます。CEマークに
より、製品はさらなる検査なしにEU市場へ直接輸出することがで
きます。

www.seco.admin.ch 
相互承認協定
言語：ドイツ語、フランス語、英語

www.s-ge.com/ce-marking
CEマーク
言語：ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語

適合性評価機関（CAB）
輸入国の製品規制に基づく適合性検査は、スイスの多くの適合
性評価機関（CAB）で行うことができます。スイスはEUおよびEF-
TA／EEAと製品規制の多くを統一させているため、これらは相互に
同等であると認証されています。そのため、多くの製品では、スイ
スの技術規則に基づいた適合性評価を1度行うだけで十分です。

スイスの適合性評価機関（CAB）における適合性評価手続きは、特
に迅速かつ効率的であることが知られています。これにより、近隣
諸国の企業が距離的により離れているにも関わらず、自社製品に
ついてスイスで検査・証明させることもあるほどです。さらに、スイ
スのCABは、重要なノウハウ提供者と見なされており、その専門知
識をもって企業の技術革新プロジェクトでアドバイスすることもあ
ります。

www.seco.admin.ch 
Conformity Assessment - Accrditation
言語：ドイツ語、フランス語
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参考となるケース
背景：
• スイスの医療機器メーカーは、スイスおよびEU市場（CEマーク
付き）で歯科インプラントを販売したいと考えています。

• スイスおよびEUの規定によれば、歯科インプラントはそれぞれ
の市場で初めて販売される前に、適用される法規制に準拠して
いるかどうか、各国のCABによって確認される必要があります。

• スイスとEU間の相互承認協定には医療機器が含まれており、こ
の分野におけるスイスと欧州製品規制の同等性が認証されてい
るため、適合性評価は1度行えば十分です。	

手順：
1.	歯科インプラントメーカーは、MRAによって承認を受けた欧州

のCAB、またはスイス認定サービス（SAS）の認定を受けた製造
施設近くのCABによる適合性証明を受けることができます。メー
カーは、CABに適合性評価に必要なすべての情報（製造プロセ
スの説明および取扱説明書等）を提供します。

2.	評価に合格した場合、メーカーはその歯科インプラントのため
の適合宣言を発行し、担当したCABの識別番号とともにMDや
CEマークを取り付けることができます。

3.	メーカーはこれで、インプラントを問題なくEUへ輸出することが
できます。

「カシス・ド・ディジョン」原則
相互承認協定の対象となっていない製品をEUないしEEA圏から
スイスに輸入する場合は、2010年以降、「カシス・ド・ディジョン」原
則が適用されています。その結果、EU及びEEAで合法的に取り扱
われている製品は、基本的に事前検査なしでスイスで売り出すこ
とができます。例外は、重大な公共の利益を保護する必要がある
ときのみに認められます。

食料品に対しては、「カシス・ド・ディジョン」原則が適用される特例
が認められています。スイスの技術的規定に完全に則っていない
食料品は、連邦公衆衛生局（FOPH）の承認が必要です。FOPHは、
食料品がEU、EU加盟国または欧州経済領域（EEA）技術規則に準
拠しており、正式に流通している場合に、この承認を行います。そ
のための前提条件は、該当する食料品に安全性と不当表示に対す
る保護に関して懸念がないことです。

www.seco.admin.ch
「カシス・ド・ディジョン」原則

言語： ドイツ語、フランス語、イタリア語

製造物責任
スイスにおける製造物責任には、過失の有無にかかわらず、製品
の欠陥によって引き起こされた損害に対する、メーカーの責任が
含まれます（欠陥の結果による損害）。責任を負うのはメーカー、
メーカーに準ずるもの、そして輸入業者です。それらを特定でき
ない場合には、サプライヤーが責任を負います。製品があらゆる
状況を考慮した中で当然期待されるべき安全性を提供していな
い場合、それは欠陥製品であるとみなされます。

スイスとEUにおける製造物責任に関する法的規定は類似してい
ます。製造責任における法的取り扱いは、国によって異なる可能
性があるため、輸出の際には製品責任に関するガイドラインに注
意する必要があります。例えば、EUにおいては被害者の自己負担
額がスイスにおいてよりも低く設定されており、また一部の国で
は、損害額に上限が設定されています。
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相互認証協定のおかげでスイス製品の市場流通は簡単に
適合性評価で製造コストが削減

スイスで製品
製造

スイス適合性評価機関による
製品のテスト、検査、証明は

相互認定協定に従う

相互認証協定を締結している貿易相
手国へ自由輸出および製品加工
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最新の動向
• 新しい法的枠組みの一環として、EUは、EU製品規制とその実施メ
カニズムの有効性を強化するためのプロセスを始動させました。
これに関連してEUは2014年、様々な経済分野にわたる製品規制
を含む8つのガイドラインを修正しました。新しいEU基準との適合
性を保証するため、関連するスイスの製品規制にも修正が加えら
れ、2016年に発効しました。 

• 化学物質規制REACHによって、EUは、登録、評価、認可および制
限に関して化学物質関連法をEUレベルで統一しました。スイスの
化学産業の市場へのアクセスを保証するため、スイスは独自の化
学物質関連法を必要に応じてEU法に対応させました。スイス当局
は、EU法の動向を継続的に監視し、必要に応じて迅速に対応する
法規制の調整を行えるようにしています。
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