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平成 28 年度技術基準性能規定化分科会の活動報告 

 

平 成 2 9 年 2 月 1 6 日 

技術基準性能規定化分科会 

 

 

１．はじめに 

 今年度、当該分科会では、電気用品、液化石油ガス器具等・ガス用品の技術基準の性能

規定化について、自己適合証明に関しての妥当性を判断するための基準・スキームを明確

にするための検討を行った。なお、分科会では主に自己適合証明に関わる規程類や WG 設置

についての検討・承認を行い、WG では主に事例評価を通して技術的な観点から検討を行っ

た。 

 次項に、当該分科会及び WGに係る今年度の検討結果の概要を記載する。 

 なお、詳細は、「電気用品、液化石油ガス器具等・ガス用品の技術基準の性能規定化（自

己適合証明）について（案）（ 添付３ ）」として取りまとめた。 

 

 

２．今年度の検討結果の概要 

 ２．１に技術基準性能規定化分科会での検討結果の概要、２．２に技術基準性能規定化

分科会自己適合証明 WGでの検討結果の概要を示す。 

 

２．１ 技術基準性能規定化分科会での検討結果の概要 

 自己適合証明に関しての妥当性を判断するための基準・スキームは、電気用品、液化石

油ガス器具等・ガス用品で同一の基準・スキームとすることから、従来の電気関係者を中

心とする分科会委員に加えて、今年度はガス関係者 4 名が新たに委員として参画をして規

程類の検討を行い分科会として取りまとめた。次に検討を行った 2 つの規程名とその目的

を示す。 

 

・自己適合証明において採用される規格・基準等の評価実施規程（全文は添付３の別

添１を参照） 

 

目的 

電気用品、液化石油ガス器具等及びガス用品の技術基準の性能規定化によ

り、解釈通達で示す技術基準省令を満たす例によらずとも、事業者自らが技

術的根拠及び客観的データ等に基づいて、電気用品の技術上の基準を定める

資料 １５－６ 
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省令（平成２５年経済産業省令第３４号）、液化石油ガス器具等の技術上の基

準等に関する省令（昭和４３年通商産業省令第２３号）別表第３又はガス用

品の技術上の基準等に関する省令（昭和４６年通商産業省令第２７号）別表

第３（以下「技術基準省令」と総称する。）への適合性確認を行うことも可能

とされている（以下「自己適合証明」という。）。 

この規程は、自己適合証明において採用される規格・基準等について、経

済産業省商務情報政策局製品安全課から当機構に対し、技術基準省令への適

合性について評価の依頼があった場合、判断のための実施方法等を定め、適

切かつ円滑に評価を実施することを目的とする。 

 

・自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員会規程（全文は添付３の

別添２を参照） 

 

目的 

この規程は、別途定める「自己適合証明において採用される規格・基準等

の評価実施規程」（以下「評価実施規程」という。）に基づき、自己適合証明

において採用される規格・基準等の技術基準への適合性を判断する委員会に

ついて、運営及び評価方法等の明確化を目的とする。 

 

２．２ 技術基準性能規定化分科会自己適合証明 WG での検討結果の概要 

 技術基準性能規定化分科会で検討が行われた上記 2 規程に基づき、技術基準性能規定化

分科会自己適合証明 WG（電気）、自己適合証明 WG（ガス）を各一回開催し事例評価を通し

てスキームの検討を行った。なお、WG での検討結果（運用に向けての提案・課題）につい

ては添付３の４．を参照のこと。 

 

 

３．検討体制 

 検討体制については添付３の図２．１を参照のこと。 

 

 

４．開催状況と委員名簿 

 平成 28 年度の分科会・WG の開催状況を添付１に、分科会委員名簿（WG 委員名簿は非公

表）を添付２に示す。 
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平成 28 年度技術基準性能規定化分科会及び同自己適合証明 WG 

開催実績 

 

【第 22 回技術基準性能規定化分科会】 

日時：平成 28年 11 月 21 日（月）13:30～14:30 

場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター Room B 

議事： 

➢ 今年度の実施内容・体制について 

➢ 規程類の制定について 

 

【第 23 回技術基準性能規定化分科会】 

日時：平成 29年 2月 13 日（月）～平成 29年 2月 16 日（木） 

場所：メール審議 

議事：電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会に諮るため、次の資料につい

てメール審議 

➢ 第 22 回技術基準性能規定化分科会議事メモ(案) 

➢ 平成 28 年度技術基準性能規定化分科会の活動報告(案) 

 

 

【第 1回技術基準性能規定化分科会自己適合証明 WG（ガス）】 

日時：平成 28年 12 月 27 日（火）13:30～17:00 

場所：独立行政法人製品評価技術基盤機構 五階 南 12 

議事： 

➢ 規程に基づく実際のスキーム評価 

➢ 判定基準に基づくガス用品の評価 

 

【第 1回技術基準性能規定化分科会自己適合証明 WG（電気）】 

日時：平成 29年 1月 27 日（金）13:00～16:00 

場所：独立行政法人製品評価技術基盤機構 五階 南 12 

議事： 

➢ 規程に基づく実際のスキーム評価 

➢ 判定基準に基づく電気用品の評価 

  

添付１ 
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技術基準性能規定化分科会委員等名簿 

技術基準性能規定化分科会  事務局：独立行政法人製品評価技術基盤機構 

 
氏 名 所 属 役 職 

分科会長 住谷 淳吉 一般財団法人電気安全環境研究所 電気製品安全センター所長 

委 員 綾戸 雅啓 一般社団法人電気設備学会 SC23A 委員（熔接鋼管協会） 

委 員 五野 克昭 
一般社団法人ビジネス機械・情報システム

産業協会  

技術委員会 

安全専門委員会 

委員長 

委 員 乾 佳彦 一般財団法人日本ガス機器検査協会 理事・検査認証事業部長 

委 員 榎本 正徳 
一般社団法人日本エルピーガス供給機器

工業会 
専務理事 

委 員 河合 保彦 一般社団法人電子情報技術産業協会 
AV安全技術専門委員会 

副委員長 

委 員 北條 亮 
一般財団法人日本エルピーガス機器検査

協会 
理事 事務局長 

委 員 木村 雅之 一般社団法人日本電機工業会 
製品安全制度技術専門委員会 

副委員長 

委 員 桑原 克佳 一般社団法人日本照明工業会 電安法照明器具分科会 委員 

委 員 髙坂 秀世 一般社団法人日本電線工業会 技術部 部長 

委 員 小島 純一 
一般社団法人情報通信ネットワーク産業

協会 

ユビキタスフォーラム企画部 

部長 

委 員 佐々木 定雄 一般社団法人日本ガス石油機器工業会 専務理事 

委 員 高笠 和康 一般財団法人日本品質保証機構 
安全電磁センター 試験部 

技術主幹 

委 員 鳥居 寛成 一般社団法人日本配線システム工業会 技術委員会 副委員長 

委 員 中根 育朗 一般社団法人電池工業会 事務局長 

委 員 古川 真一 一般社団法人日本電気協会 技術部 次長 

委 員 山下 洋治 電気用品調査委員会 電波雑音部会長 

委 員 吉田 孝一 一般社団法人日本電機工業会 技術部 担当次長 

関係者 遠藤 薫 
経済産業省 商務流通保安グループ 

製品安全課 
課長補佐（電気用品企画担当） 

関係者 三宅 静 
経済産業省 商務流通保安グループ 

製品安全課 
係長（電気用品企画担当） 

関係者 長澤 英理 
経済産業省 商務流通保安グループ 

製品安全課 
専門職（電気用品企画担当） 

関係者 立松 博樹 
経済産業省 商務流通保安グループ 

製品安全課 
課長補佐（ガス用品担当） 

関係者 中太 美希 
経済産業省 商務流通保安グループ 

製品安全課 
係員（ガス用品担当） 

（平成29年2月13日現在) 

 

添付２ 
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電気用品、液化石油ガス器具等・ガス用品の 

技術基準の性能規定化（自己適合証明）について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 2月 20 日 

電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会 

  

添付３ 
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目次 

 

内容 
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３．分科会等での検討結果について ............................................... 8 

４．運用に向けての提案・課題について ........................................... 8 

５．運用に向けての提案・課題に対する対応方針案 ................................. 9 
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１．はじめに 

 今年度、電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会より「平成 28年度電気用

品安全法技術基準体系等見直しに関する活動方針」として電気用品、液化石油ガス器具等・

ガス用品の技術基準の性能規定化について、自己適合証明に対する円滑な運用に向け、検

討を行うことが方針として示された。 

 その方針に従い、技術基準性能規定化分科会では、電気用品、液化石油ガス器具等・ガ

ス用品の技術基準の性能規定化について、新たに自己適合証明に関しての妥当性を判断す

るための基準・スキームを明確にするため検討を行った。具体的には、自己適合証明の妥

当性判断について、経済産業省製品安全課からの依頼に基づいて第三者委員会で評価する

ことを基本とし、評価方法、委員構成、判定基準、申請及び評価書様式の策定等を含めた

スキーム案を構築し提案を行った。また、実際の評価を想定した事例評価を通して上記ス

キーム案の評価を行った。 

 

 

２．分科会等での検討について 

 分科会では主に自己適合証明に関わる規程類や WG 設置についての検討・承認を行い、WG 

では主に事例評価を通して技術的な観点から検討を行った。検討体制を図２．１に示す。 

 

図２．１ 平成 28年度技術基準性能規定化分科会の検討体制 

 

 具体的なスキーム案としては、図２．２に示すように自己適合証明評価委員会を独立行

政法人製品評価技術基盤機構内に設置をし、経済産業省製品安全課長から独立行政法人製

品評価技術基盤機構理事長への評価依頼に基づき自己適合証明委員会で評価をした結果を

回答することを想定した。 



 8 / 18 
 

 

図２．２ 想定したスキーム案 

 

 

３．分科会等での検討結果について 

自己適合証明に関しての妥当性を判断するための基準・スキームは、電気用品、液化石

油ガス器具等・ガス用品で同一の基準・スキームとすることから、従来の電気関係者を中

心とする分科会委員に加えて、今年度はガス関係者 4 名が新たに委員として参画をして規

程類の検討を行った。その結果、「自己適合証明において採用される規格・基準等の評価実

施規程（別添１参照）」と「自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員会規

程（別添２参照）」を分科会として取りまとめた。 

 

 

４．運用に向けての提案・課題について 

 分科会として取りまとめるにあたって、自己適合証明 WGで規程に基づきスキームの検討

を行った。その結果、現時点で早急に規程改正を要する事項はないと考えられるが、規程

類については以下を今後の課題として検討すべきとの意見があった。 

 

①自己適合証明により採用した規格・基準等によって事故が発生した場合等を想定して、委員

の責任範囲、事業者の異議申し立ての手順を明確化。 

②適合していると評価を得た型番の後継機種については、過去の資料が流用出来る箇所もあ

ると考えられるが、どこまで変われば再度事業者による手続きが必要か、手続きを不要と

する条件等の明確化。 

③事故発生時については何らかの権限がなければ検討用の資料等の入手は困難と考えられ

るため、その場合の対応方法。 

④事業者の資料が不足している場合、委員会あるいは経済産業省製品安全課のいずれが追
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加資料の要求をするかの明確化。又、追加資料の要求を行った際等の事業者とのやり取り

の経緯を記録することを規定。 

⑤リスクアセスメントの手順として用いている JIS Z 8051 では、どこまで行えば良いのかが規定

されていないのでこの明確化。ISO 12100（JIS B 9700：機械類の安全性－設計のための一

般原則－リスクアセスメント及びリスク低減）などの他規格も参考にすべき。 

⑥国際規格とどこまで横並びをとるかといったことやリスクアセスメントのレベル等、複数の事

案を処理することにより形成される共通認識やノウハウはその後の審議に役立つものとな

るため、何らかの形の文書として記録すべき。 

 

 

５．運用に向けての提案・課題に対する対応方針案 

 上記４.の運用に向けての提案・課題について、以下のコメントを付す。（見出し番号は

各意見に対応） 

 

①自己適合証明 WGについては法的な位置付けがないため、委員の責任範囲及び異議申し

立ての手順が明確でないが、現行においては経済産業省製品安全課が登録検査機関に

対して自己適合証明による電気用品等について適合性検査の申し込みがある場合や、

自己適合証明による電気用品等について技術基準違反の疑義がある場合などへの対

応を行うこととしているため、経済産業省製品安全課に直接異議申し立てを行うこと

が考えられるので、その場合の対処方針を検討しておく必要があると考える。 

②後継機種について登録検査機関に対して自己適合証明による電気用品等について適合

性検査の申し込みがある場合などへの対応を不要とする条件については、複数の事案

が集まった上で検討すべき事項と考える。 

③事故発生時等の評価については、対象とする範囲等、全体の位置づけも含めて改めて

検討が必要と考える。 

④追加資料の要求経緯の記録については規程類へ追加する必要があると考える。また、

現行においては経済産業省製品安全課が登録検査機関に対して自己適合証明による

電気用品等について適合性検査の申し込みがある場合や、自己適合証明による電気用

品等について技術基準違反の疑義がある場合などへの対応を行うこととしているた

め、追加資料の要求は経済産業省製品安全課が行うことが適当と考えられるが、実際

の事例を通してどちらが効率的かを比較、検討することが必要と考える。 

⑤複数の事案を処理することにより、必要とされるリスクアセスメントのレベルは明確

になるものと考えられ、それを待って規程類に追加すべきと考える。 

⑥共通認識やノウハウは文書として残しておく必要があり、どのような形で記録するの

が適切か検討すべきと考える。 
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自己適合証明において採用される規格・基準等の評価実施規程 

 

１．目的 

電気用品、液化石油ガス器具等及びガス用品の技術基準の性能規定化により、解釈通達

で示す技術基準省令を満たす例によらずとも、事業者自らが技術的根拠及び客観的データ

等に基づいて、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成２５年経済産業省令第３４号）、

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令（昭和４３年通商産業省令第２３号）

別表第３又はガス用品の技術上の基準等に関する省令（昭和４６年通商産業省令第２７号）

別表第３（以下「技術基準省令」と総称する。）への適合性確認を行うことも可能とされて

いる（以下「自己適合証明」という。）。 

この規程は、自己適合証明において採用される規格・基準等について、経済産業省商務

情報政策局製品安全課から当機構に対し、技術基準省令への適合性について評価の依頼が

あった場合、判断のための実施方法等を定め、適切かつ円滑に評価を実施することを目的

とする。 

 

２．用語の定義 

この規程において使用する用語は、電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）、液化

石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）及び

ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）並びにこれらの関係法令並びに経済産業省が定め

る以下の解釈通達による。 

・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（平成２５年７月１日 ２０１３

０６０５商局第３号） 

・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解

釈について（平成２６年１０月２２日 ２０１４０９０１商局第３号）別添５「液化石

油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について」 

・ガス事業法の運用及び解釈について（ガス用品関係）（平成２３年１１月２８日 平成２

３・１１・１４商局第２号）別添２「ガス用品の技術上の基準等に関する省令関係」 

 

３．評価の依頼 

様式１に次の事項を記載した資料を添付し、経済産業省商務情報政策局製品安全課長か

ら当機構理事長に対し、評価の依頼が行われるものとする。ただし、事業者からの一部資

料の提出が得られない場合等においては、別途、同課と調整を行うこととする。 

（１）製品概要、設計図、設計に係る計算書等及び機器の動作を理解するために必要な説

明書 

（２）採用される規格・基準等（海外の規格・基準等はその和訳も必要）を示す資料 

（３）採用される規格・基準等が技術基準省令を満たすことを示す資料（採用される規格・

別添１ 
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基準等と技術基準省令との対比表等） 

（４）製品のリスクアセスメントの検討結果 

（５）採用される規格・基準等に係る試験方法及び試験結果を示す資料 

 

４．委員会における評価 

委員会における評価は、次に掲げるところによる。 

（１）理事長は、３．依頼に基づく依頼があった場合、別途定める「自己適合証明にお

いて採用される規格・基準等の評価委員会規程」（以下「評価委員会規程」という。）

に基づき設置する評価委員会（以下「委員会」という。）に諮る。 

（２）委員会の運営は、評価委員会規程による。 

（３）委員会は、依頼された評価の結果を理事長に報告する。 

 

５．評価の基準 

評価の基準は、技術基準省令及び解釈通達とし、技術基準省令を満たし、解釈通達で示

す技術的内容の例（電気用品については、解釈通達に規定がない限り、別表第一から別表

第十一までと別表第十二は、それぞれ独立した体系であることから、両者を混用してはな

らない。）と同等以上の安全性が担保されるとみなされる場合、自己適合証明において採用

される規格・基準等として妥当と判断する。 

 

６．評価結果の回答 

理事長は、評価結果について委員会の報告を受けた後、当該評価結果の技術基準省令へ

の適否について、様式２により速やかに経済産業省商務情報政策局製品安全課長に回答す

る。 

 

 

附則 この規程は、平成２９年４月１日から実施する。 
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様式１ 

 

番   号 

年 月 日 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

 理事長 殿 

 

経済産業省商務情報政策局製品安全課 

課長 印 

 

自己適合証明において採用される規格・基準等の評価依頼書 

 

【電気用品の技術上の基準を定める省令、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関す

る省令別表第３又はガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第３）】への自己適合証明

において採用される規格・基準等について評価を受けたいので、次のとおり依頼します。 

 

自己適合証明において

採用される規格・基準

等の作成者 

名称  

所在地  

技術的根拠を示す書類 

１ 
製品概要、設計図、設計に係る計算書等及び機器の動

作を理解するために必要な説明書 

２ 
採用される規格・基準等（海外の規格・基準等はその

和訳も必要）を示す資料 

３ 

採用される規格・基準等が技術基準省令を満たすこと

を示す資料（採用される規格・基準等と技術基準省令

との対比表等） 

４ 製品のリスクアセスメントの検討結果 

５ 
採用される規格・基準等に係る試験方法及び試験結果

を示す資料 

 

 

備考：【 】内は必要な省令のみ記載する。 
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様式２ 

 

番   号 

年 月 日 

経済産業省商務情報政策局製品安全課 

課長 殿 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

理事長      印 

 

自己適合証明において採用される規格・基準等の評価結果回答書 

 

年  月  日付け番号  をもって依頼のありました件については、自己適合証

明において採用される規格・基準等の評価実施規程に基づき判定を行った結果、【電気用品

の技術上の基準を定める省令、液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第

３又はガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第３）】に適合するもので［あると認め

られ］｛はないとの結論に至り｝ましたので回答します。 

 

記 

 

自己適合証明において

採用される規格・基準等

の作成者 

名称  

所在地 
 

 

詳細は別添のとおり。 

 

 

備考：【 】内は必要な省令のみ記載する。 
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様式２ 別添 

 

技術基準省令 
該当・非該当 

採用される規格・基準等 
評価結果 理由 

条項 タイトル 条文 項目番号 概要 

        

        

        

備考：様式１ 技術的根拠を示す書類３で提出された対比表等に、評価結果及び理由を明記して回答する。 
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自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員会規程 

 

１．目的 

この規程は、別途定める「自己適合証明において採用される規格・基準等の評価実施規

程」（以下「評価実施規程」という。）に基づき、自己適合証明において採用される規格・

基準等の技術基準への適合性を判断する委員会について、運営及び評価方法等の明確化を

目的とする。 

 

２．用語の定義 

 この規程において使用する用語は、評価実施規程の２．用語の定義及び同規程で使用す

る用語による。 

 

３．評価 

委員会における評価は、次に定めるところによる。 

（１）委員会は、理事長より依頼された自己適合証明において採用される規格・基準等に

ついて評価を行う。 

（２）委員会は、自己適合証明において採用される規格・基準等の技術基準省令への適合、

不適合について評価する。このとき、評価の基準は、評価実施規程の５．評価の基準

による。 

（３）委員会は、評価の結果を理事長に報告するものとする。 

 

４．構成 

委員会の構成は、次に定めるところによる。 

（１）委員会は、電気用品、液化石油ガス器具等・ガス用品毎に設置し、それぞれ４名程

度の評価委員をもって構成する。評価委員は、学識経験者や登録検査機関等に所属す

る者の有識者（リスクアセスメントの評価が可能な者を含む）を主体とし、民間企業

の出身者を含むことができる。 

（２）委員会は、特別な事項を検討するために必要があるときは、専門委員を置くことが

できる。 

 

５．評価委員 

評価委員は、次に定めるところによる。 

（１）評価委員は、電気用品、液化石油ガス器具等・ガス用品の技術的な事項に関し知識、

経験を有する者のうちから理事長が委嘱する。 

（２）評価委員の任期は、２年とする。ただし、後任の評価委員の任期は、前任者の残任

別添２ 
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期間とする。 

（３）評価委員は、再任されることができる。 

（４）謝金及び旅費は、機構の規程による。 

 

６．委員長 

委員会は、次に定めるところにより委員長を置く。 

（１）委員会に委員長を置く。 

（２）委員長は、評価委員のうちから互選する。 

（３）委員長は、議長を行うとともに、委員会を代表する。 

 

７．専門委員 

専門委員は、次に定めるところによる。 

（１）専門委員は、委員長の推薦を受け、電気用品、液化石油ガス器具等・ガス用品の技

術的な事項に関し知識、経験を有する者のうちから理事長が委嘱する。 

（２）５（２）（３）及び（４）は、専門委員に準用する。この場合、「評価委員」とある

のは「専門委員」と読み替えるものとする。 

 

８．会議 

会議の方法は、次に定めるところによる。 

（１）委員会は、評価委員及び専門委員（以下「委員」という。）の三分の二以上の出席に

より成立する。ただし、この場合において専門委員は、招集を受けた者に限るものと

する。 

（２）決議は、全会一致をもって可とする。 

（３）委員会は、自己適合証明を行う事業者に自己適合証明において採用される規格・基

準等について説明を求めることができる。 

（４）委員会は、必要に応じ書面により審議することができる。 

 

９．委員会の公開 

委員の氏名及び所属、会議、配布資料並びに議事概要については、非公開とする。 

 

１０．倫理誓約書の提出 

倫理誓約書の提出は、次に定めるところによる。 

製品安全センター所長は、委員に対して、就任承諾書を提出する際に併せて様式「倫理

誓約書」を提出するよう求めるものとする。 
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１１．機密保持等の遵守 

機密保持等の遵守は、次に定めるところによる。 

製品安全センターは、委員に倫理誓約書を提出させることにより評価にかかる情報の機

密保護を確保するとともに、委員に関する情報の機密保護対策を講じなければならない。 

 

１２．謝金及び旅費 

 謝金及び旅費は、次に定めるところによる。 

（１）出席委員に対し、１日あたり次の各号に掲げる謝金及び出張旅費支給規程（財会－

法Ｂ－旅費規程）に基づく旅費を支払う。 

一 委員長（開催時に限る）               １９，０００円 

二 評価・専門委員（開催時に限る）                     １５，０００円 

（２）出席委員等が、謝金又は旅費の両方又はいずれか一方の受領を辞退した場合は、こ

れを支給しない。 

 

１３．庶務 

委員会の庶務は、製品安全センター電気用品安全課が行う。 

 

 

附則 この規程は、平成２９年４月１日から適用する。 
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様式 

倫 理 誓 約 書 

 

 

１．守秘義務  

 自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員会を通じて知り得た情報を当

業務遂行以外の目的で使用又は第 3 者に開示若しくは漏洩いたしません。また、この義務

及び責任は自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員から外れた後も継続

いたします。 

 

 

２．利害衝突の排除  

２．１ 外部圧力の排除  

 現所属機関、その他外部者から脅迫等の圧力を受けた場合にはこれを断り、直ちに製品

安全センター電気用品安全課に通知します。 

 さらに、自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員として評価依頼を受

けた案件の評価対象当事者からの勧誘・贈り物等のいかなる利益も受諾しません。 

 

 

２．２ 自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員の利害衝突情報通告義務 

 自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員として評価依頼を受けた案件

の評価対象当事者と利害衝突の可能性を有する場合には、これを速やかに製品安全センタ

ー電気用品安全課に通知します。 

 

 

３．規則遵守   

 上記２点を含め、自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員業務の遂行

に当たっては、自己適合証明において採用される規格・基準等の評価委員会規程に従い、

誠実にこれを履行します。 

 

 

年月日   

所属、氏名、及び印又は署名   

 


