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[要約] 

1. 調査研究の概要 

 機械の安全に関しては ISO/IEC 国際標準により、安全の基本概念から個別機械の安全にいたるまで体

系化された標準が構築されている。その特徴は、機械の設計の段階において、リスクアセスメントに基

づく安全評価と安全方策を実施し、機械の安全を確保するとともに、第三者による安全の認証を必要と



するという考え方で、最近では、欧米はもとより日本を除くアジア諸国においても、この機械安全国際

標準の考え方が浸透してきており、機械安全国際標準に基づく第三者認証が求められるようになってき

ている。 

 我が国の機械産業においては、ヨーロッパの第三者機関に認証を依頼しているのが実状であり、それ

が大きな負担になっていると同時に、海外の認証機関に頼っているために、安全に関するノウハウが国

内に蓄積されず、この分野の技術レベルに関して国際的に遅れをとることになり、国際競争力低下に繋

がる問題になっているという指摘もある。 

 これらの問題を解決していくために、我が国の機械産業を確実に支援することができる機械安全の認

証制度を構築することが必要とされる。我が国の認証機関が、この認証制度の下で共通の判断基準によ

り認証を実施することは、それを活用する企業に対して一定の信頼感を与えると共に、利用可能な認証

機関の選択肢を広げ、企業にとっての利便性も確保することができる。 

改正工業標準化法の公布にともない、平成17年10月から登録認証機関による新JISマーク認証制度が

スタートする。我が国の機械安全認証制度を構築する方法の一つとしては、これを機械安全の領域にも

適用することが考えられる。しかし、この制度を効果的に活用するためには、機械安全国際標準に対応

した枠組みを確立することが必要とされる。 

 また、我が国の機械産業界が機械安全国際標準への対応を加速推進するためには、各企業個別の対応

では限界があり、民間主導の機械安全コンソーシアムの創設が必要と考えられるが、このコンソーシア

ムの活動も我が国の機械産業を支援する認証制度があってこそ真価を発揮することが可能である。コン

ソーシアムの活動と、認証制度の活用は、不即不離の関係にあり、相互に欠くことのできない要素であ

ると言える。 

 このような背景の下に、今回の調査研究では、日本の機械産業における機械安全のレベルを、国際標

準への準拠の観点からもトップレベルに引き上げ、グローバル市場における競争に支障のないものにす

るための基盤として重要な「機械安全」認証制度のあり方を調査検討し、制度構築に向けた本格議論の

基となる具体案をまとめることを目的とする。 

  

2. 第三者認証の国際標準の考え方に関する調査 

 機械安全に関する第三者認証を行う場合には、ISO/IEC国際標準に基づいて実施されることが求められ

ており、第三者認証システムに関して発行されている以下の ISO/IEC ガイドについて調査し、第三者認

証機関の要件を整理した。 

 

 - ISO/IEC Guide7:1994 適合性評価に適する規格作成のガイド 

 - ISO/IEC Guide23:1982 第三者認証制度のため規格への適合を示す方法 

 - ISO/IEC Guide27:2004 適合性マーク誤用に対する認証機関による是正処置の指針 

 - ISO/IEC Guide28:2004 製品に関するモデルとなる第三者認証制度の総則 

 - ISO/IEC Guide53:1988  第三者製品認証における供給業者の品質システムの利用への取

    組み方 

 - ISO/IEC Guide60:2004 適合評価－適正実施基準 

 - ISO/IEC Guide61:1996 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関 

    に対する一般要求事項 

 - ISO/IEC Guide62:1996 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 

 - ISO/IEC Guide65:1996 製品認証システムを運営する機関のための一般要  

    求事項 

 - ISO/IEC Guide68:2002 適合性評価結果の承認及び受入れのための取決め 

 



3. 既存の第三者認証機関に関する調査 

 現在、日本国内で安全に関する第三者認証を実施している組織について調査を実施し、機械安全の認

証機関を設立する上でのポイントや課題を抽出した。 

 調査では、以下の点に着目した。 

 

 - 認証制度の概要および組織の規模 

 - 対象とする製品の領域 

 - 認証の基になる規格等 

 - 関係する法令 

 - 会員制度 

 - 認証制度の運用状況 

 

 また、調査対象とした組織は次の通りである。 

 

 - 財団法人製品安全協会 

 - 財団法人日本品質保証機構（JQA） 

 - 財団法人電気安全環境研究所（JET） 

 - 情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI） 

 - 社団法人日本玩具協会 

 - テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 

 

 本調査結果から、認証制度を維持する上での検討すべき課題として、以下の項目が抽出された。 

 

・ 国際規格の認識 

 ISO/IEC GUIDE65等についての知識は持っていても、実務への反映レベルは各機関において様々である。 

また、国内では、輸出する際の単なる障壁ととらえられていることもあり、このような状況では日本国

内における国際水準の認証の必要性を訴えても、浸透しないことが懸念される。国内での国際規格の認

識を高める必要がある。 

 

・ 認証基準の一貫性の確保 

 認証を行う際には、その基準に一貫性がないと、供給者も使用者にも混乱を招く恐れがある。国内の

認証機関では認証に使用する基準における一貫性の不備を許容している場合もあり、一貫性のある基準

を整備する必要がある。 

 

・ 認証要員のレベル向上 

 認証機関における要員のレベル向上には、事業所間の比較試験のような工夫が必要である。また、国

際的な場で議論できるような人材も求められる。 

 

・ 認証期間の設定 

 認証制度においては、試験の結果、改善すべき点が見つかって依頼者に改善要求を出すこともあり、

それらの手続きを遵守することが重要である。しかし、認証に要する時間の見積もりを申請者に提示す

る必要があり、認証機関としての競争力を維持するためには期間短縮の工夫が求められる。 

 

・ 認証料金の設定 



 認証の料金体系の設定には、個々の認証作業で発生する手数料および認証を受けた製品の出荷に対す

る従量制の料金、会員への割引サービス、利用頻度に連動する会費の徴収等の各種の選択肢を考慮する

必要がある。 

 

・ 賠償責任に対する保険の準備 

 賠償責任に対する保険については、損害保険会社が引き受けないケースもあることを意識して適切に

準備を進める必要がある。保険の準備にあたっては、認証業務プロセスにおけるエラーの発生箇所とそ

の影響を把握してリスクを把握することが必要となる。 

 

・ 対応の迅速化および支援環境の構築 

 実際の認証機関の仕事では、何か問題があった時にいかに迅速に正しくポジティブに判断し行動をと

れるかが重要であり、このような能力の開発と支援環境が必要となる。 

 

4.「機械安全」認証制度の成立に向けた構成要素と課題の検討 

4.1 ヨーロッパの状況とTÜV 

 機械安全の認証制度が機能しているヨーロッパの状況を、認証制度成立のための構成要素を抽出する

際の参考とするために、ヨーロッパの機械安全の認証制度に関する状況を概観し、第三者認証機関とし

てドイツを拠点として活動しているTÜVを調査対象として取り上げ、その活動内容を示した。 

 

4.2 認証制度の成立に向けた構成要素の抽出 

 2、3および4.1における調査結果から、認証制度の成立に向けた構成要素として以下の点が抽出され

た。 

 a) 認証の必要性 

 b) 認証の対象範囲 

 c) 認証制度の根拠とする規格及び法律の整備状況 

 d) 認証機関に対する要求事項 

  ① 認証システムの運用における財務資源の確保 

  ② 認証機関における要員の確保および育成 

  ③ 他機関との連携および下請負契約の検討 

  ④ 賠償責任などの債務への備え 

 e) 認証をビジネスとして成立させるための必要事項 

 f) 国際的に通用する認証制度 

 

4.3 認証制度の成立に向けた課題 

 4.2で挙げた構成要素ごとに、国内で実現する上での課題を検討した。 

 

a) 認証の必要性 

 日本ではEUのようには認証が社会的に求められているとはおらず、我が国の製造業における国際的

な産業競争力を築く上での安全性の重要さを日本社会に浸透させ、社会から機械安全の認証が重要視

される状況を作る必要がある。 

 

b) 認証の対象範囲 

 「機械安全」の定義を明確にし、認証の対象範囲を明確に定める必要がある。認証機関のビジネス

の成立性や認証制度そのものの存在意義を決めるため、非常に重要な課題である。 



 

c) 認証制度の根拠とする規格及び法律の整備状況 

 国際的に通用する認証制度を成立させるためには国際規格への JIS 規格の整合を早急に進め、同時

に、プロセスやサービス等も含んだ広い範囲の機械安全に係わる国内規格体系を構築しなくてはなら

ない。 

 

d) 認証機関に対する要求事項 

① 認証システムの運用における財務資源の確保 

 認証機関は財政的にも独立した機関であることが求められており、認証機関は認証業務もしくは他

の業務によって財政的な安定性を確保しなければならない。最も基本となるのは、料金体系の決定で

ある。準備段階における綿密な検討が必要となる。 

 

② 認証機関における要員の確保および育成 

 認証機関には認証を実施するだけの技術的な知識と経験を有する十分な要員が必要である。しかし、

現在の日本では、認証を実施できる人材は大幅に不足している。 

 まず、要員が保有すべき資格基準を具体的に定義し、さらに、その基準を満たし得る人材の確保と

育成方法、さらに資格基準を満足していることを確認する方法を確立する必要がある。 

 

③ 他機関との連携および下請負契約の検討 

 認証プロセスは、試験、測定、検査、設計、評価、サービスの評価、認証の決定、サーベイランス

など複数の段階から構成され、それぞれ必要とする設備や人員の能力は異なる。日本でこれから認証

機関を設立する際には、連携や外部機関への委託も含めた組織構成を検討する必要がある。 

 

④ 賠償責任などの債務への備え 

 認証機関にはその運営および認証の活動から賠償責任が生じる可能性が考えられ、これに対処する

ための組織や財政的な枠組みが必要である。保険を設計する際には、認証業務プロセスにおけるエラ

ーの発生箇所とその影響を把握してリスクを把握するため、論理的なプロセス構築および解析を行い

保険会社と折衝することも必要となる。 

 

e) 認証をビジネスとして成立させるための必要事項 

 認証にもスピードが要求されるため、個々の作業にどれくらいの時間を見込むべきか、所要時間に

影響を及ぼし易い要因は何か等について掌握して適切に行動する必要がある。処理時間の面での競争

力も重要である。 

 

f) 国際的に通用する認証制度 

 国内の機械安全分野において国際的に通用し得る認証制度はなく、海外機関に依存しているのが現

状の姿である。世界に冠たる機械技術を誇る我が国として、是非とも確立する必要がある。 

 

5. 機械安全認証制度のための連携の枠組み検討 

5.1 機械安全認証制度の枠組みの検討 

 第 4 章での検討をふまえ、機械安全認証制度の目的達成に向けて、関連機関が連携しながら最大限の

効果を発揮するために必要とされる枠組みについて検討した。 

 ここで検討する枠組みは理想的なものとし、以下の観点から検討を行った。 

 



- 新JISマーク制度との融合 

 新JIS マーク制度を利用することを検討した場合、機械安全認証機関ではJISマークと機械安全の

新マークの 2 種類のマークの認証を行うことが可能であり、どちらも対象とすることが理想的である

と考えられる。ただし、安全認証機関は国際規格に対応することが前提であることから、国際規格と

整合する分野のみで新JIS制度を利用する方針を取るべきである。 

 さらに、新JISマーク制度では登録試験所がISO/IEC 17025 に準拠することが求められている。こ

のような試験所は他の国際規格の認証試験にも対応が可能である。したがって、JISマーク認証以外の

分野においても登録試験所とアライアンスを組むことで、試験データを認証評価に用いることができ

る。 

 

- アライアンス組織体制の検討 

 認証機関の中核は日本機械工業連合会、評価を行う際の試験の実施機関としては新 JIS マーク制度

での登録試験所、及び独立行政法人産業安全研究所がある。 

 この他にアライアンス組織として考えるべき機関、また上記の機関を含めたアライアンス組織の候

補が国際標準を満たすために不足している点について、今後も調査を行う必要がある。 

 また、NPO安全工学研究所とのアライアンスを組むことも有意義であると考えられる。 

 

- 人材育成の方法検討 

 短期的計画としては、企業のOB等の活用が考えられる。このメリットは実務経験が豊富な点にある。

認証要員として最低限必要な知識を短期で習得する研修プログラムを作成する必要がある。 

 長期的計画としては、認証機関が主体となって人材を確保する必要がある。そのためには、次のよ

うに段階的な準備が必要であると考えられる。 

 

 １． 認証要員の資格基準の作成 

 ２． 認証要員養成カリキュラムの作成、実施 

 ３． 認証要員認定試験の実施等による要員の認定 

 

 １．の資格基準は ISO/IEC Guide65 によれば認証機関が定めることとなっており、機械安全認証を

実施する機関は、早急に資格基準を作成する必要がある。 

 ２．の実施機関は認証機関である必要はない。また、認証機関として日本機械工業連合会を想定し

た場合、カリキュラムを実施することは困難であると考えられる。この部分の実施機関としては大学

等の教育機関が挙げられる。日本機械工業連合会では研修カリキュラムの作成を行う。また、認証要

員の研修だけではなく、企業の技術者に対する研修プログラムを作成することも可能である。 

 ３．については ISO/IEC Guide65 に従い、認証機関によって実施すべきである。１．で定めた資格

基準を有しているかをどのような形で認定すべきか、具体的な方法を検討する必要がある。 

 以上の人材育成は、一度教育すれば終わりではなく、継続的に研修等によって再教育を行っていく

必要がある。したがって、認証要員となった後の研修プログラムの作成も必要である。また、要員を

経験等によってレベル分けするなど、要員体制を確立も必要であり、どのような形を目指すのかを明

確に示す必要がある。 

 

- 広報活動 

 認証活動を実施するためには、社会に広く機械安全、さらには認証の必要性を示し、それを理解さ

れなければならない。また、機械安全認証制度の目的や計画がどのように進んでいるのかを対外的に

示す活動も重要である。 



 機械安全や機械安全認証を広く社会に普及するためには、企業のみではなく、現場で働く作業者に

も理解されることが必要である。そのためには、コンソーシアムやシンポジウムによる企業のトップ

への啓発活動のほかに、広く公衆に向けた広報活動であり、ホームページの活用、テレビや新聞等の

メディアの活用も有効であると考えられる。企業向け、公衆向けそれぞれに適した広報活動とはどの

ようなものかを検討する必要がある。 

 

 これまでに示した点の他に、認証活動では、申請者やユーザからの苦情や異議申し立てに対する債務

への備えも含めた対応が必要となる。さらに、認証活動は活動が開始された後も常にその認証基準を見

直し、最新の技術に応じたものとする必要がある。これに合わせた人材育成もしなくてはならない。こ

のような認証活動の基盤整備に関しては、シンクタンク等の他機関の支援を受けながら継続的に活動を

行う必要がある。 

 

5.2 機械安全認証制度開始に向けてのアクションプラン作成 

 5.1での検討をふまえて、機械安全認証制度の開始までのアクションプランを示す。 

 

H17年度 

 H17年度は機械安全認証制度の大枠を決定する。 

 認証制度を開始するには、まず「機械安全」における認証の目的と認証範囲を明確にし、認証制度

の大枠を決定する必要がある。これを受けて、認証要員の資格基準を策定する必要がある。シンクタ

ンク等の支援を受けながら、これらを早急に実行し、決定する必要がある。 

 また、日本機械工業連合会内における認証機関の組織体制を検討し、これを決定する必要がある。

これと平行して、アライアンス組織の検討も必要である。アライアンス組織の検討では、前節で挙げ

たアライアンス候補を含めて、具体的な組織について国際標準を満たすのか、足りない場合はどのよ

うに対処するべきかを検討し、実際にアライアンスを組む機関を決定する。さらに、債務に対する備

えとして認証における保険制度の検討が必要である。 

 上記活動の他に、新JISマーク制度の利用を視野に入れ、新JISマーク制度が適用される範囲を調

査し、さらに国際規格と整合している分野を明確にすることも必要である。 

 

H18年度 

 H18年度は認証機関の試運用開始に向けて、具体的な準備を進める。 

 組織体制については、品質システムを構築し、認証プロセスに関する委員会を設置する。品質シス

テムを構築する際には、他機関の支援を受けるなどし、適切なものを作成する。さらに、認証業務の

具体的なガイドラインの作成を開始する。このガイドラインは整備されたものから順次、要員の研修

に用いる。これと同時に、H17年度に決定したアライアンス機関と協議の場を設け、下請負契約を結ぶ。

また、保険制度については、H17年度の検討結果をふまえて、具体的な保険制度体制を構築する。 

 人材育成に関しては、具体的なカリキュラムの作成を行う。カリキュラムは短期的に人材を育成す

ることを目的とし、企業のOB等に実施するための短期カリキュラムと、長期的に認証要員を育成する

ことを目的とする養成カリキュラムの 2 種類を作成しなければならない。これらの作成には海外機関

も含めた調査、有識者を集めた検討の場を設けることが必要である。また、これらと同時に、次段階

で要員認定を行うために、要員の義務と責任を明確にし、明文化しなくてはならない。短期カリキュ

ラムについては、内容の確定および実施体制の確定を H18 年度前半に行うことを目指し、後半には研

修を開始する。 

 また、H18年度中には新JISマーク制度の利用体制を整えるために、JISマークの認証をどの範囲で

行うのかを明確にする。 



 

H19年度 

 H19年度は認証機関の試運用を開始する。 

 H18年度までで組織体制を整え、H19年度前半には短期カリキュラムによる要員を認定する。このよ

うにして、認証機関としての要件を満たした上で、新 JIS マーク制度における登録機関となり、認証

を開始する。試運用では、新JISマークの認証を行い、認証プロセスの確認を行う。 

 

H20年度以降 

 H20年度中には試運用の結果を受けて最終的な調整を行い、機械安全認証機関の本格的な運用を開始

する。 

 また、H20年度以降には認証要員に長期的計画に基づいたカリキュラムを受講した人材が加わり、認

証機関の機能が整うこととなる。 

 

 広報活動に関しては、適宜活動を行う必要があり、またこの活動は認証制度が開始した後も継続的に

続けなくてはならない。 

 

 
 
  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

 


