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「適合性評価」とは
優れたものは、適切な基準に基づいた適正な評価によって判断・選択されますが、客観的な評価を
単独で実施することは容易ではありません。
そこで、評価を直接行う関係者に代わって、評価能力を有する者が基準を適正使用されているか
について評価する方法があり、これを「第三者適合性評価」と呼んでいます。
第三者による適合性評価で基準の適正な使用能力が証明・公表されれば、評価結果の利用者
である社会・消費者にとって有用な情報が得られ、優れたものを効率的に選択できる可能性が
高まります。
すなわち、適合性評価制度はひとつの「社会制度」といえます。

人々が快適な社会生活を営み、健全な経済活動を行うためには、
他人が提供してくれる「もの」や「サービス」などを利用することが必要不可欠です。
しかも、その中でより優れたものを効率的に選びたいと考えています。

JABの
 認定によって…

社会の
活性化に

役立ちます。

安全・安心な
製品の選択に
貢献します。

信頼できる組織・
信頼できる製品で
あることをアピール

できます。

試験・検査の
結果の信頼性が

アピールできます。

国際整合
している認定を

得ることが
できます。

JABは認定機関として
適合性評価制度を
支えています
JABは、適合性評価制度の信頼性・有効性の維持・
向上のために、制度の健全な運営の番人として、また
制度の健全な発展という機能を果たす使命と責任を
持つ組織です。
JABは、世界共通の基準が適正に使用されているか
を審査によって評価・判断しています。審査の結果、
能力が認められれば「認定」します。

JABの正式名称は、「公益財団法人 日本適合性認定協会」 
（Japan Accreditation Board）です。

JABのように認定を行う機関を「認定機関」と呼んでいます。
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JABの役割

JABの役割

国際相互承認

適合性評価の仕組みによって、
一般社会・消費者は、

信頼できる製品・サービス・データなどを
受け取ることができます。

適合性評価機関が
行う活動

国際的な認定機関の集まり

JABは、世界共通の基準が適正に使用されているかを審査によって評価・
判断していますが、これらを実施するJAB自身の能力は、どう証明されている
のでしょうか。
JABも世界各国の認定機関から定期的に審査を受けています。
JABは認定機関に求められる事項を示した国際基準「ISO/IEC 17011」などを
満たしており、認定する力が備わっていることを証明されています。

世界に通用する「JABの認定」
認定機関同士で互いの認定業務の結果が同等であり、信頼できると認め
合うことを「国際相互承認」といいます。

つの分野9
ＪＡＢが認定している

組織・製品・サービスなど

認定された認証機関によって認証された企業などの
製品・サービス、認定された試験所の試験報告書の
信頼性が高まります。

JABが「国際相互承認」されることで、
仕組み全体の信頼性が向上します。

検査機関

標準物質生産者

臨床検査室

マネジメントシステム
認証機関

製品認証機関

技能試験提供者

温室効果ガス妥当性
確認・検証機関

試験所・校正機関

要員認証機関

一般社会・
消費者

「認証機関」や「試験所」を「認定」する活動を続けるため、
JAB自身も世界各国の「認定機関」から国際標準に基づい
た評価を受け、認定する力が備わっていることを証明され
ています。

「認定機関」として信頼されるJABの活動が、確かな仕組み
から信頼できるよい製品やサービスを生み出し、さまざまな
企業の環境にやさしい活動を導き、安全で安心な毎日を支
えているのです。

認定
JABが「認定」した「認証機関」の「認証」や
「試験所」の「試験報告書」、「検査機関」の
「検査報告書」などは、日本国内だけでなく
世界に通用するものとなります。

第三者適合性
評価機関
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社会を支えるJAB

H O S P I T A L

安心で信頼できる社会づくりのため、JAB では主に 9 分野を審査・認定しています。

分野（認定先） 認定先が行う活動／評価する内容 詳細解説

社会を支える
JAB

溶接技術者など、特定の力
量を求められる仕事をする
人が技量・適格性をもって
いることを証明する「要員認
証機関」の能力を認定して
います。

温室効果ガスの排出量・削
減量の妥当性確認や検証を
行う「温室効果ガス妥当性
確認・検証機関」の能力を
認定しています。

臨床検査を適切に行う「臨
床検査室」の品質及び能力
を認定しています。

製品やサービスが特定の製
品規格を満たしているかを
証明する「製品認証機関」の
能力を認定しています。

測定の基準になる均質かつ
安 定した 物 質 を生 産する
「標準物質生産者」の能力

を認定しています。

製品やその原材料、製造法
などを調査し、適・不適を判
断する「検査機関」の能力を
認定しています。

組織（企業など）の運営が、
方針や目標を達成するため
に適切に実施されているか
について、その仕組みを証
明する「マネジメントシステ
ム認証機関」の能力を認定
しています。

試験や校正を実施する「試
験所・校正機関」の能力を
認定しています。

試 験 所 間 比 較 を 実 施し、
参加した複数の試験所の成
績を判定する「技能試験提
供者」の能力を認定してい
ます。

技能試験提供者

臨床検査室

製品認証機関

検査機関

試験所・校正機関

マネジメントシステム
認証機関

要員認証機関

標準物質生産者

温室効果ガス妥当性
確認・検証機関

マネジメントシステム
認証機関
製品認証機関
要員認証機関
温室効果ガス妥当性
確認・検証機関
試験所・校正機関
臨床検査室
検査機関
標準物質生産者
技能試験提供者

MRA法に基づく国からの委託業務
JABはMRA法における指定調査機関として国から指定を受けています。
国に代わって調査を実施し、その調査結果を国に通知するという業務を実施しています。

JABのその他の活動
・ 適合組織（品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステムなどの認証を得た企業など）の公表

・ 国際レベルにおける認定機関間の相互承認の推進、維持

・ 調査及び研究

・ 事業の普及啓発・広報活動

・ 内外関係機関との交流及び協力

・ その他、本協会の目的を達成するために必要な事業

組織のマネジメントシステム

製品（プロセス、サービスを含む）
要員の力量

プロジェクトの妥当性検証プロセス

サンプル
検体
製品、サービスなど
標準物質
試験所、校正機関、臨床検査室などの測定能力

P.07

P.11
P.12

P.12

P.13
P.15
P.15
P.16
P.16
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マネジメントシステムについて

マネジメントシステムについて
定期的な認証審査によって、組織の継続的な維持・改善が図れます。
また、一般消費者や取引先に対して組織の信頼性を
アピールすることができます。

ISO 9001とは、組織が、顧客や社会などが求めている品質
を備えた製品やサービスを常に届けるための仕組みに
ついて、ISOが定めた世界共通の規格です。 その仕組み
をさらによくしながら顧客満足の一層の向上を目指すため
には、どのような組織にしたらよいのか、責任分担をどうし
たらよいのか、どのような方法で仕事をすればよいのかなど
について、定めています。 ISO 9001の特徴は、例えば「品質

を常に維持向上して欲しい」といった社 会・顧 客 が企 業
などに求めたいと思うことを実現するための仕組みや手
順について、社会・顧客に代わって企業などに求めている
点にあります。

各産業分野の規格について
ISO 9001はあらゆる分野に汎用的に適用されるものであ

るため、これを補完するために、各産業分野によっては、
独自の特性を勘案し、ISO 9001に要求事項を追加したもの
を作成して発行しています。あくまでISO 9001がベースと
なっており、ISO 9001と全く異なる別のものということで
はありません。 例えば、以下のようなものがあります。

品質マネジメントシステム（ISO 9001）について

世界の航空機メーカー及び航空エンジンメーカーの殆どが参加して設
立されたIAQG（International Aerospace Quality Group）によって、
IAQS 9100が作成されました。IAQS 9100を世界の各地域で採用する
形式をとり、日本では、AS 9100（＝JIS Q 9100）が発行されています。

航空宇宙品質マネジメントシステム
AS 9100 （＝JIS Q 9100）

ISO 9001に、通信業界の追加事項を入れた規格がTL 9000です。通信
プロバイダ及び電気通信機器製造業界を主たる構成メンバーとする、
Q u E S T  F o r u m（ Q u a l i t y  E x c e l l e n c e  f o r  S u p p l i e r s  o f  
Telecommunications）が開発、管理しています。

情報通信品質マネジメントシステム
TL 9000

人命及び健康維持に直接かかわる医療機器を製造する組織には、ISO 
9001を使うときに追加事項が必要であるとの国際的な認識に基づき、
ISO 13485（＝JIS Q 13485）が発行されました。

医療機器品質マネジメントシステム
ISO 13485 （＝JIS Q 13485）

指摘事項を解決して…

認証取得！
初めに、規格に書かれている
約束事を守るためのプロセス
を備えているかを調べます。

次に、約束事がプロセスに沿って実践されてい
るかを見るため、組織の活動現場（工場やオフ
ィスなど）に審査員が直接入り、そこで働く人の
インタビューを交えながら、作業や実施記録を
確認していきます。

この確認作業の中で、約束ど
おり行われていなかった部分
が見つかれば、指摘します。

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP審査の

流れ
マネジメントシステム

認証の場合

マネジメントシステムについて
企業や団体（学校、病院など）の広告、名刺などに「ISO 
9001認証取得」や「ISO 14001認証取得」という表示が
あります。これは、その企業や団体（以下「組織」）の業務
を進めるための仕組みが、定めた目標を達成するために
きちんと作られ、かつ運用されていることが、公平な立場
の機関によって証明されたことを表しています。その証
明 の た め に 用 いら れ た 基 準 が「 I S O  9 0 0 1 」や「 I S O  
14001」であり、これらは国際的に認められた「マネジメ
ントシステム国際規格」です。

マネジメントシステムとは、組織が設定した方針・目標を
達成するために、
①どのように計画を立てるのか（Plan＝計画） 
②どんな組織体制（役割分担や指示命令系統など）で具

体的に実行するのか（Do＝実行） 
③策定した計画どおりに成果が得られているか（Check＝確認）
④見直しや改善はどのように行うのか（Act＝見直し、改善） 
以上について適切に管理する「仕組み」のことです。

右図では、組織における①②③④の流れ（計画から改善
まで）を示しています。 Plan・Do・Check・Actの頭文字
をとって「PDCAサイクル」と呼んでいます。

上記の「仕組み」が文書になっているものが「マネジメン
トシステム規格」です。 組織の活動内容が、マネジメント
システム規格に書かれている意図に沿っているか否か
を、社会や消費者、顧客などに代わって第三者の立場で
あるマネジメントシステム認証機関が審査し、適合して
いれば、この組織を「認証」し、公表します。 これをマネジ
メントシステム認証制度と呼んでいます。

マネジメントシステム認定制度とは
認証を行う認証機関が、能力、公平性、安全性などの規格
に適合しているかをISO/IEC 17021-1及びその他固有
認定基準に基づき審査し、公表することを認定と呼び、
本協会はこの認定を行っている認定機関です。
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情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001）

情報社会の高度化とともに、組織のもつ情報は重要な「資
産」として認識されるようになりました。一方、情報資産は
常に災害、ハード／ソフトウェアのトラブル、不正アクセス
による改ざん、関係者による漏えいなど、さまざまな脅威に
さらされています。これらの脅威から情報資産を適切に保
護し、リスクに対する予防的対応を行うと同時に、情報を利
用しやすくし、価値を高めることを視野に入れています。

労働安全衛生マネジメントシステム
（OHSAS 18001）

組織で働くときには、事故や災害など労働災害発生の危険
について、予めどのようなリスクがあるかを検証しておき、
それらへの準備態勢を整えておくことで、健全な労働環境
の確保につながります。
労働安全衛生マネジメントシステムは、この労働災害のリ
スクを管理し、運営していくための仕組みを定めたもので
す。現在のリスクだけでなく、将来の安全衛生リスクについ
ても管理し、改善をすることができます。

ITサービスマネジメントシステム
（ISO/IEC 20000-1）

近年、インターネット株式投資の増大やICカードによる電
子マネーの普及など、ITサービスが社会基盤として重要と
なっています。そのため、ITサービスに対する信頼性が要求
され、サービス提供者には、ITサービスの品質を維持・向上
する責任が生じています。
ISO/IEC 20000-1は、顧客にITサービスを提供している
サービスプロバイダや、ITサービスを通じて顧客に製品・
サービスを提供するビジネスを展開する組織が対象で、IT
サービスを提供する組織のITサービスマネジメントが適切
であるかどうかを評価するための規格です。

道路交通安全マネジメントシステム
（ISO 39001）

世界の交通事故による死亡者・負傷者数のさらなる増加が
危惧されている状況下、これまでの道路交通安全の取り組み
を世界中で共有する意図で、ISO 39001が発行されました。
また、国内の道路運送事業者に対する規制は世界と比べて
レベルが高いことから、国土交通省が運営する運輸安全マ

ネジメントシステムの要求事項とISO 39001を整合させた
「N-RTSマネジメントシステム認証」が発行されています。
これは、独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）が
スキームオーナーとなっています。

アセットマネジメントシステム
（ISO 55001）

戦後、集中的に整備されたインフラストラクチャーは、数十
年が経過し、老朽化対策や戦略的な維持管理・改築更新が
求められています。ISO 55001には、資産管理における管
理体制の構築、実施、維持及び改善という「資産管理体制

（アセットマネジメントシステム）」に関する要求事項が規定
されています。公共インフラストラクチャーでの活用をさき
がけに、さまざまな業種への広がりが期待されています。

その他のマネジメントシステムについて

ISO 14001について
組織を取り巻く地域的な環境から地球規模での環境を
考えて、その保全や改善について検討し、策定された規
格です。狙いは環境に与える負荷をなるべく少なくしてい
くための一連の仕組みづくりです。
ISO 14001には、組織が「環境方針」を公表し、それに基
づく目標を達成するための計画を立て、その計画を実施
するための組織体制や仕事の手順を決めて実行し、決め

たことが着実に実行されているかを記録・監査などで点
検し、経営者が責任をもってシステムを見直しながら継
続的に改善することが書かれています。

ISO 50001について
エネルギーをより効率的に利用し、地球温暖化防止や環
境影響の低減、エネルギーコストの低減に貢献すること
を狙いとして、ISO 50001が作成されました。

電気やガスなどのエネルギー使用量を適切に把握・管理
し、削減につなげる仕組みです。
ISO 50001ではエネルギー使用量に関して詳細なデータ
分析などを実施し、組織の仕組みが有効に働き、組織の
エネルギー使用量の削減が継続的な改善に結びついて
いることが特徴です。

環境マネジメントシステム（ISO 14001）と
エネルギーマネジメントシステム（ISO 50001）について

ISO 22000について
食品の安全確保は、従来から各国共通の最重要課題で
あり、一般消費者は安全・安心な食品を求めています。
しかしながら、原料生産者から消費者に至るまで、食品が
経由するすべての段階（フードチェーン）において、健康へ
の悪影響をもたらすものが混入する可能性があります。
食品の安全確保のためには、フードチェーン全体が揃っ
て努力する必要があります。
ISO 22000は、食品安全を目的とした初めての国際的な

マネジメント規 格です。食 品の原 料の段 階から製 品や
サービスが消費者の手に届くまでの全プロセスのつなが
りについて、安全を保証するために作成されました。

FSSC 22000について
オランダに本拠地を置く非営利団体のFFSC（Foundation 
for Food Safety Certification）が開発・運営している
食品安全システムに関する認証です。FSSC 22000は対
象を食品製造業に特化し、食品製造業の食品安全への

取り組みをさらに推進する仕組みとなっています。

JFS-Cについて
日本発の国際標準に適合した食品安全マネジメントシ
ステムで、JFSM（一般財団法人食品安全マネジメント協
会）が運営しています。日本語で表記された規格や現場
からの改善提案を生かす仕組みを含んだ食品安全マネ
ジメントなどが特徴で、国際的に通用させるべくISOな
どの認証の仕組みを活用しています。

食品安全マネジメントシステムについて
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製品認証について
製品認証とは、製品などの機能や品質を保証することを
目的に、製品類が製品規格に書かれている性能を満たし
ているかについて、売る人でも買う人でもない第三者が
証明する仕組みです。製品と同様、プロセスやサービス
も認証の対象となります。
認証された製品には、認証マークが付くため、そのマー
クを見て購買者は安心して製品を買うことができます。

製品認証機関認定制度とは
特定の製品について、製品認証機関が製品規格への適
合性を評価し、認証をする能力をもっているかについて、
認定機関がISO/IEC 17065に基づき審査し、認定する制
度です。
JABが認定している製品認証の例として、自家発電装置／
電 気 工 作 物 の 溶 接 ／ 抗 菌 防 臭 加 工 繊 維 ／マーケット
リサーチサービス／風力発電装置／農産物などがあります。

要員認証について
例えば、溶接作業のように特定の力量が求められる仕事
をする人（要員）について、その人が適格な力量をもって
いることを第三者が証明すれば、その仕事の結果を利用
する者にとって、信頼性を判断するうえで重要な情報と
なります。
このような人の力量がある特定の技術基準（溶接につい
てのJISなど）に照らして適格であることを第三者である

認証機関が審査し、証明することを要員認証と呼んでい
ます。

要員認証機関認定制度とは
J A B は 、要 員 認 証 機 関 が J I S  Q  1 7 0 2 4（ I S O / I E C  
17024）に基づいて行う人の力量の評価・認証業務を審
査し、適合していれば認定する業務を行っています。
要員認証が国際的なルールや基準に準拠していれ ば、

温室効果ガスについて
温室効果ガス（Greenhouse Gas：GHG）とは、地球温暖
化の引き金となるガス（二酸化炭素、メタン、フロンなど）
のことで、その排出量の増加により、生態系の変化や異常
気象の発生、健康への影響などが問題となっています。
この問題について、いくつかの対策がとられつつあります。
そのひとつとして、組織ではCSR報告書や環境報告書など
を通じてGHGの排出量や削減量を算定し、公表しています。
排出量報告が義務または自主的のいずれの場合であっ

ても、組織が開示しているGHG排出量情報が信頼に足
るものであるかどうかは重要です。

温室効果ガス妥当性確認・検証機関認定制度とは
GHGの排出量や削減量・吸収量の妥当性確認や検証に
関して、第三者が評価する仕組みがあります。温室効果
ガス妥 当 性 確 認・検 証 機 関 認 定 制 度 の 対 象 は 、I S O  
14064-1（組織検証）、ISO 14064-2（プロジェクト妥当性
確認・検証）の3分野があります。

J A Bでは 、温 室 効 果 ガスに関する妥 当 性 確 認・検 証 を
行う機関の能力を、ISO 14065に基づき審査し、認定し
ています。

A国で力量を認められた人の仕事の結果がB国でも受け
入れられることになります。

スキームオーナーについて
スキームオーナーとは、ある特定の業界の制度において、
基本的な規則を維持管理する主体のことです。
例えば、食品安全システム認証22000（FSSC 22000）にお
けるFFSCや、TL 9000におけるQuEST Forumなどがあり
ます。
マネジメントシステムだけでなく、製品認証認定において
もスキームオーナー主体のもと、制度が運営されている
ケースがあり、その関係は右の図のようになります。

もっと知ろう！

スキームオーナーと
各ステークホルダーの
関係図
（製品認証の例）
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試験所・校正機関について

試験所について
私達の周りにはいろいろな製品や薬品、原材料などがあ
ります。これらの多くは決まった方法で「試験」が行われて
います。また、環境汚染を調べるのも「試験」の一種です。
このように「試験」は私達が安全で安心して生活するた
めに利用されています。このような試験を行うところを

「試験所」と呼びます。
試験所の試験結果は、さまざまな場面で重要な役割を
果たしています。

例えば、
・ メーカーの製造工程の中で、製品が設計どおりに作ら

れているか試験し、欠陥品を出荷しないようにします。
・ 地域の環境汚染を試験し、汚染防止、あるいは改善に

役立てられています。
・ メーカーで作られた製品が消費者にとって安全かどう

か調べるために試験をする場合もあります。

試験所の出す結果は正確で信頼できるものでなければ
なりません。正 確で信 頼できる試 験 結 果を出すた めに
は、試験所は技術能力があり、公平・公正である必要が
あります。

校正機関について
試験や検査を行う際には、測定機器を使って、ものの重
さや容積、硬さ、回転数、振動、釣合いなどをはかります。
これらの測定を行う機器の示す結果（数値など）を信頼で
きるものとするためには、機器の状態（精度・機能・動作）
を定期的に確認する必要があります。この作業が「校正」
であり、校正を行うところを「校正機関」と呼んでいます。

試験所認定制度とは
試験所認定制度は、試験所が信頼できる試験結果を出す
能力をもち、その仕組みが備わっているかについて、国
際基準「ISO/ IEC 17025」によりその分野の専門家が評価
し、認定する制度です。

●試験所認定制度とJABの機能

試験所
校正機関認定機関（JAB） 企業など

試験報告書
校正証明書

試験と検査はどう違う？
「試験」と似ている言葉に「検査」があります。「試

験」は前項にもあるように、決められた方法でも
のの特性をはかることです。一方、「検査」はこれ
らの試験結果をもとに何らかの判断を行うこと
までを含んでいます。
判断の方法は、試験結果をもとに特定の規格に
照合するものから、専門家が十分に培われた経
験をもとに、目、耳、鼻など人間の五感を使って
専門的判断をするものまで幅広くあります。

試験所についてもっと知ろう！

このように、「試験」と「検査」は区別されています
が、長年日本では、「試験」と呼ぶべき行為を「検
査」と呼んできたこともあり、混同されがちです。

試験所認定の始まり
軍が調達する資材の量と種類が膨大になり、公
的機関だけでは試験・検査ができなくなったこと
を契機に、国立研究機関の全面的な支援のもと
で、1947年にオーストラリアで民間の試験所認
定機関が設立されました。

政府はこの認定機関に対し、民間の試験所の技
術能力などを基準に照らして審査し、基準に適
合している場合には認定するという業務を委託
しました。この認定機関で認定された試験所に
ついては、公的試験所と同等とみなして資材調
達に活用しました。
その後、イギリス、ニュージーランド、その他欧州
諸国で同様の試験所認定の仕組みが導入され
ていきました。

JAB が認定している試験所・校正機関の分野

■ 校正機関
　・ 電磁気量（直流／低周波）　
　・ 電磁気量（ラジオ周波／マイクロ波）
　・ 幾何学量　・ 力学量　・ 熱力学量　
　・ 時間及び周波数　・ 光学量

主な分野は以下のとおりです。

■ 試験所
　・ 電気試験 ・ 機械・物理試験
　・ 化学試験 ・ 食品・医薬品試験
　・ 放射能・放射線試験
　・ 生物科学試験

試験所・校正機関について

認定・登録
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臨床検査室 検査機関
標準物質生産者と技能試験提供者 MRA法

臨床検査室について
臨床検査室の役割
臨床検査（尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査、
免疫学的検査、微生物学的検査、病理学的検査、生理学的
検査など）を実施するところを「臨床検査室」といいます。
臨床検査の結果は、診断や治療方針の決定や予後推定
に大きな影響をもち、私達の健康に深く関わっています。

従って、誤った検査結果が取り返しのつかない重大な障
害を招かないよう、より良質な臨床検査を実施すること
が必要です。

臨床検査室認定制度とは
臨床検査室は「精確な結果」を提供する能力が問われる

ほか、検査室外のいかなる人も検査結果を変更すること
ができない業務の独立性が求められます。
臨床検査室の能力を国際規格「ISO 15189」に基づいて
評価し、臨床検査を適切に行う能力を有していることを認
定する制度が「臨床検査室認定制度」です。この認定制度
は、国民の健康と医療の質の向上に貢献しています。

検査機関について
検査機関
検査とは、何らかの基準に照らし合わせて適・不適など
を調べて判定することです。例えば、以下のような検査が
あります。

食品検査：放射能試験、残留農薬試験、食品添加物試験
などを行い、その結果を用いて判定し、食品の安全・安心
に貢献します。

船積み前検査：輸出の際、輸入国によっては一定の品質
基準を設けています。予め輸出時に検査・証明を受けて
輸入手続きを行っています。安全や環境面、使用に耐える
ものかどうかなどの検査があり、これを船積み前検査と
呼んでいます。
非破壊検査：ものを壊さずに、内部・表面のキズや劣化
の状況を調 べ出す検査です。破壊しないことにより、廃
棄物の減少や社会の安全に貢献しています。

目視検査：製品表面のキズの有無の検査、キズがあった
場合に、合否基準に照らして「キズ欠陥」か否かを確定し
ています。

検査機関認定制度とは
このような検査を実施するところを検査機関といい、検査
機関の能力を国際規格「ISO/IEC 17020」に基づいて評価
し、能力を認める制度が「検査機関認定制度」です。

標準物質生産者認定制度とは
測定には、寸法や重さをはかること以外にも、目に見えな
いものを調べることも含まれています。
しかし、液体や気体など見えないものの濃さなどを調べ
るときには、ものさしやはかりでは難しいので、見本（知り
たい測定値の尺度となる物質）を使って比較するという方
法で行います。
このような比 較をするための見 本 が「 標 準 物 質 」です。
標準物質はいつも一定に作られていなければ、測定のた
びに結果が異なり、意味がありません。従って、標準物質
を作るところ（標準物質生産者と呼びます）には、標準物

質を安定して生産する能力が必要となります。
安定した標準物質を作る能力のある生産者であることを
国際規格「ISO Guide34」に基づいて評価し、能力を認め
る制度を「標準物質生産者認定」といいます。
例えば、標準物質との精確な比較によって、有害物質などの
濃度がわかり、消費者の安全・安心な暮らしに貢献します。

技能試験提供者認定制度とは
試験所の出すデータは、世界中の貿易や専門的な研究分
野で活用されており、国際的に通用することが重要となっ
ています。

このため、適切な試験方法を検討したり、試験所内の体制
を整備することは欠かせません。また、試験結果を常にほ
かの試験所と比較し、差異を究明して適宜対応をとって
いくことも重要です。
この試験所間比較を実施し、参加した試験所の成績を判
定するところを「技能試験提供者」と呼んでいます。
技能試験提供者の能力を国際規格「ISO/IEC 17043」に
基づいて評価し、能力を認める制度が「技能試験提供者
認定制度」です。
適切な技能試験の提供によって、国際的な信頼性がさら
に高まることが期待できます。

MRA法に基づく国からの委託業務（指定調査事業）

JABはMRA法における指定調査機関として、国から指定を受けてい
ます。国に代わって調査を実施し、その調査結果を国に通知するという
業務です。
MRA法では、日本から外国への輸出品の適合性評価を行う事業を
国外適合性評価事業として8種類に区分しています。
その中で、JABは、第一号事業＜通信端末機器及び無線機器のR＆
TTE指令への適合性を評価する事業＞と、第八号事業＜通信端末

機器及び無線機器のFCC規制への適合性を評価する事業＞につ
いて指定を受けています。
この法律により、製品の輸入国は、輸入の際に輸出国で行われた
適合性評価結果をそのまま受け入れることができます。輸入後に
改めて試験などの適合性評価を行う必要がなくなり、輸出入が円
滑に行われるというメリットがあります。

MRA法とは
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施
に関する法律（平成13年7月11日法律第111号）

標準物質生産者と
技能試験提供者について
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JABの広報活動について
■広報活動方針
 ■認定・認証制度が広く社会に認知される
 ■社会への説明責任を果たし、社会との連携を図っていく

■JABは、産業界へ向けたISOの価値を訴求するプロモーション活動展開や、
一般社会のISO認知度向上を狙った普及啓発活動を展開しています。

JABはウェブサイトを通して
さまざまな活動を紹介しています

■認定・認証に関する最新情報は、JABウェブサイトの検索システムで入手できます。
 • JABが認定した機関、試験所など
 • JABが認定した認証機関によって認証・登録された組織（＝適合組織）
 • 適合組織に関する統計データ（都道府県別、認定範囲別など）

■適合性評価制度の理解促進と普及のために、随時、説明会やシンポジウムなどを
　実施しています。

■所在地
 公益財団法人 日本適合性認定協会
 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル 3階
 TEL.03-3442-1210　　FAX.03-5475-2780
 アクセス
 JR山手線・東急池上線・都営浅草線「五反田駅」下車 徒歩5分
 ※八ッ山通り(ソニー通り)沿い左側のコナミスポーツクラブの赤い入り口が目印のビルです。

■Facebook
 JABの公式『Facebookページ』が開設されました。

 JABウェブサイトのリンクからアクセスできます。

〈例：適合組織　検索画面〉

日本適合性認定協会ウェブサイト　https://www.jab.or.jp/
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