
権限付与及び
それによる事
業の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

公益法人を含め株式会社等広く民間事業者等に門戸を開き、申請相談には積極的に応じ
つつ、それら民間事業者等において、どのような実施主体の参入が可能であるか引き続き
検討を実施する。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

計量法第106条第3項において準用する計量法第28条（別紙）は、検定を適確かつ円滑に実
施するために必要な技術的及び経理的な能力を有していること、また、検定が公正に行わ
れることを求める規定となっており、検定機関を指定するに当たって必要かつ十分な内容と
されていることから、妥当性のある要件であるものと考えられる。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

現行計量法上、指定検定機関（権限付与法人）は複数指定することが可能である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

計量法上、指定検定機関は複数指定することが可能である。日本品質保証機構以外の民
間事業者等が検定業務を実施することを妨げておらず、適正な申請があれば、法律に基づ
く審査の上、指定する。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

民間事業者等の検定機関としての業務実施については、人材・設備に対する大きな費用投
資の必要性や、事業の採算性確保の難しさ（公益法人改革の一環として平成23年1月に日
本品質保証機構において手数料の引き下げを実施。都道府県の検定手数料との関係か
ら、今後の手数料引き上げは困難。）から、今後とも困難があるものと考えられるが、日本
品質保証機構以外の民間事業者等の当制度への参入について引き続き検討を行う。

計量法第106条第3項において準用する第28条の基準を満
たしていること

公益法人要件の有
無

無

一般財団法人日本品質保証機構 法律上複数指定の可否 可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：産業技術環境局基準認証ユニット計量行政室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■特定計量器の検定

適正な計量の実施を確保するためには、計量を伴う一定の経済活動等において計量器が
使用され、一定の計量器についてはその精度が確保されたものを使用することが求められ
る。このため、特定計量器について検定を行い、技術的な基準を満たしているかどうかを確
認する制度を創設した。

計量法第16条第1項第2号イ 権限付与の形態 指定
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引き続き、基準を満たす者であれば誰でも登録が受けられる旨、ホームページにより周知し
ていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

いわゆる経理的基礎並びに法人格の有無及び法人類型の如何を問わず、一定の要件に
適合する者であれば、指定できることが法律において外形的に明示されており、制度の安
定性及び信頼性を損なわない限りにおける必要最小限のものにとどめられていることから
妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

指定調査機関としての指定を希望すれば必要な審査を行った上で指定できる仕組みとなっ
ており、権限付与法人が１つである必要は無い。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

指定の要件は妥当であり、他の主体の申請を妨げておらず、適正な申請があれば、法律に
基づく審査の上、指定する。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

市場規模が小さい事業であること及び既に参入している業者においても利益を出し難い事
業であることから、新規参入によるメリットは少なく、他に当該事業を実施しようとする者は
少ないものと考えられるが、他の主体による適正な申請があれば、法律に基づく審査の上、
指定する。

電子署名法第19条の欠格事項に該当しないこと、また同
法第20条に基づき、経理的基礎及び技術的能力を有する
こと等

公益法人要件の有
無

無

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 法律上複数指定の可否 可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：　商務情報政策局 情報セキュリティ政策室（総務省及び法務省と共管）

■特定認証業務に係る実地調査

主務省令で定める技術的安全性に係る基準に適合した電子署名に係る認証業務（特定認
証業務）に関し、設備、利用者の真偽の確認方法その他申請に係る業務が主務省令で定
める基準に適合することを審査した上で、主務大臣の認定を与える制度。
当該審査に係る調査については、主務大臣が指定する者（指定調査機関）にその全部又は
一部を行わせることができる。

電子署名及び認証業務に関する法律（電子署名法） 権限付与の形態 指定
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経済産業省のホームページにおいて、基準を満たす者であれば誰でも登録が受けられる旨
周知を図った。また、他の主体からの申請を促すため、以下のような取組を通じて制度につ
いて積極的な周知を実施。
・ホームページの記載を見直し、制度説明に加えて登録基準（製品認証機関に関する国際
基準及び支配法人要件）に適合すれば誰でも登録が可能な旨を明記。
・他分野を含め製品認証を行う事業者向けの制度説明を３月に実施予定。その後も各種機
会をとらえて事業者向け説明会を開催していく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

いわゆる経理的基礎並びに法人格の有無及び法人類型の如何を問わず、一定の要件に
適合する者であれば、行政の裁量の余地無く登録されることが法律において外形的に明示
されており、制度の安定性及び信頼性を損なわない限りにおける必要最小限のものにとど
められていることから妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

登録検査機関としての登録を希望すれば必要な審査を行った上で登録できる仕組みとなっ
ており、権限付与法人が一つである必要は無い。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

経済産業省のホームページにおいて、基準を満たす者であれば誰でも登録が受けられる旨
周知を図るとともに、関連する事業者に対しては説明会を開催するなど制度の更なる周知
が必要。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

他の主体による適正な申請があれば、他の主体による実施の可能性も有り得る。

ガス事業法第３９条の１４の３に規定されている製品認証
を行う機関に関する基準に適合しているという能力、申請
者が受検事業者に支配されていないという公平性等

公益法人要件の有
無

無

一般財団法人日本ガス機器検査協会 法律上複数指定の可否 可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：商務流通保安グループ製品安全課

■特定ガス用品の適合性検査

ガス事業法　第３９条の１１第１項 権限付与の形態 登録
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今後も必要に応じて、指定業務の潜在的な担い手や制度のユーザーに対してヒアリングを
実施し、参入拡大の可能性については引き続き検討を行う。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

　助成事業の実施機関（航空機工業振興法における指定開発促進機関）は、同法及び経済
産業大臣が認可した助成業務規程等に則り、厳格な組織運営と、長期に渡って安定的な資
金管理と助成事業の実施する上での専門的知見が求められているため、同法に基づく指
定制度となっている。指定の要件は、開発助成の業務の特性から、実施主体の公正性、中
立性と長期的安定性の確保のための必要最小限のものにとどめられており、また複数者指
定可能で既存指定機関以外の参入を妨げるものではないことから妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

現行法上、指定開発促進機構は複数者指定することが可能である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

同法に基づく指定制度について、指定業務の潜在的な担い手や制度のユーザー（開発事
業者）に対して、制度の担い手のあり方について検討する材料としてくヒアリングを行った
が、平成２３年３月に実施したヒアリング結果と同様、現状他に実施可能と思われる法人は
考えられないという結論を得た。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

他の主体による適正な申請があれば、当該主体を指定開発促進機関として指定する可能
性も有り得る。
ただし、指定開発促進機関は、国の定める指針に沿って開発助成を行い、その開発によっ
て得られた収益の一部を納付金として開発事業者から徴収して、次の開発の原資としてお
り、指定機関が複数者存在することで、開発助成支出と収益納付の変動を吸収する機能が
低下する可能性があるため、複数者指定する場合には効率的な基金運営の観点から精査
する必要がある。また、指定機関は組織運営資金を自己調達することが求められる（同法
にて基金は開発助成以外の目的への使用が禁止されれており、運営資金に係る国からの
補助等はない）ため、新たに指定を受けようとする者が出現しにくいと考えられる。

航空機工業振興法第13条に規定されている開発助成金の
交付対象となる国際共同開発事業の選定や開発助成金
の交付の事業に係る業務の適確な実施に必要な知識及
び能力等

公益法人要件の有
無

有

公益財団法人航空機国際共同開発促進基金 法律上複数指定の可否 可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：　製造産業局　航空機武器宇宙産業課　

■航空機等の国際共同開発を行う者に対する助成

航空機工業振興法第5条第1項、第13条第1項 権限付与の形態 指定



権限付与及び
それによる事
業の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名
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担当部局：　　　経済産業省特許庁出願支援課　

■工業所有権の手続書面のファイル等への記録・情報の入力編集等

　書面による特許出願手続及び関連の手続等を特許庁が指定する電子文書形式（電子
フォーマット）に加工し、磁気ディスクに記録する情報処理業務について、一定の要件を満た
し、登録を受けた機関に情報処理業務を行わせることができることとしているもの。

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第９条第１項 権限付与の形態 登録

　工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第１９
条第１項に基づき、次のいずれも満たすこと。
１．電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラムを
有すること。
２．情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されて
いるものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
　①情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社
であること。
　②情報処理機関登録申請者の役員に占める同一の者の
役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
３．工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第１８
条（欠格条項）に該当しないこと。

公益法人要件の有
無

無

一般財団法人工業所有権電子情報化センター 法律上複数指定の可否 可

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

　引き続き、基準を満たす者であれば誰でも登録が受けられる旨及び他の実施主体の参入
を想定した登録情報処理機関の申請について（申請方法）、庁のホームページにより周知し
ていくこととする。
　また、登録情報処理機関になるための説明会についても、関西方面で開催することで更
なる周知を図っていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

　法人格の有無及び法人類型の如何を問わず、一定の要件に適合する者であれば、行政
裁量の余地無く登録されることが法令等において外形的に明示されており、必要最小限の
ものにとどめられていることから妥当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

　登録情報処理機関としての登録を希望すれば必要な審査を行った上で登録できる仕組み
となっており、権限付与法人が１つである必要は無い。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

　基準を満たす者であれば誰でも登録が受けられる旨及び他の実施主体の参入を想定し
た登録情報処理機関の申請について庁のホームページで周知している。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

　他の主体による適正な申請があれば、他の主体による実施の可能性も有り得る。平成２４
年度は、登録情報処理機関の業務及び登録手続きについて周知及び理解を図るため、登
録機関になるための説明会を新たに開催した。
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【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

全国均一の安全水準を確保するためには、有識者等の意見を反映する体制の確保と十分
な知見が必要であることから、これらの要件を有していると認められる当該試験実施機関に
よる実施が最も効果的かつ合理的であるとの結論を得た。

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

当該指定法人及びその業務については、法令等に基づき適正に実施されるよう、引き続き
適切に管理・監督を行っていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、全国均一で安全水準を確保する
必要性が高い。このため、電気工事士の能力を担保する上で斉一性が要求されるものであ
り、全国一律に試験を実施することが適当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、全国均一で安全水準を確保する
必要性が高い。このため、電気工事士の能力を担保する上で斉一性が要求されるものであ
り、全国一律に試験を実施することが適当である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

検討を行った結果 、国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、引き続き全
国均一で安全水準を確保する必要性が高く、電気工事士の能力を担保する上で斉一性が
要求されるため、全国一律に試験を実施することが適当であるとの結論を得た。

電気工事士法 第7条の3（実施計画の適切性、経理的基
礎・技術的能力等）

公益法人要件の有
無

有

（一財）電気技術者試験センター 法律上複数指定の可否 不可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：経済産業省商務流通保安グループ電力安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■電気工事士試験

電気工事士法 第7条第1項 権限付与の形態 指定
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当該指定法人及びその業務については、法令等に基づき適正に実施されるよう、引き続き
適切に管理・監督を行っていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、全国均一で安全水準を確保する
必要性が高い。このため、電気主任技術者の能力を担保する上で斉一性が要求されるもの
であり、全国一律に試験を実施することが適当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、全国均一で安全水準を確保する
必要性が高い。このため、電気主任技術者の能力を担保する上で斉一性が要求されるもの
であり、全国一律に試験を実施することが適当である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

検討を行った結果 、国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、引き続き全
国均一で安全水準を確保する必要性が高く、電気主任技術者の能力を担保する上で斉一
性が要求されるため、全国一律に試験を実施することが適当であるとの結論を得た。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

全国均一の安全水準を確保するためには、有識者等の意見を反映する体制の確保と十分
な知見が必要であることから、これらの要件を有していると認められる当該試験実施機関に
よる実施が最も効果的かつ合理的であるとの結論を得た。

電気事業法 第83条（実施計画の適切性、経理的基礎・技
術的能力等）

公益法人要件の有
無

有

（一財）電気技術者試験センター 法律上複数指定の可否 不可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：経済産業省商務流通保安グループ電力安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■電気主任技術者試験

電気事業法 第45条第2項 権限付与の形態 指定



権限付与及び
それによる事
業の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

上記と同様に、試験実施機関が免状交付を行うことが適切かつ効率的であるとの結論を得
た。

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

当該業務については、法令等に基づき適正に実施されるよう、引き続き適切に管理・監督を
行っていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

全国一律の試験制度と免状交付を一体的に実施することは、受験者が手続き毎に別々の
機関に対して申請を行う必要がないため、分かりやすさと利便性が高く効率的である。ま
た、試験と免状交付の手続き先が１つの機関であることは、情報を他の機関に移転すること
がないので、情報流出等のリスクを減らすという観点からも適切かつ効率的である。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

全国一律の試験制度と免状交付を一体的に実施することは、受験者が手続き毎に別々の
機関に対して申請を行う必要がないため、分かりやすさと利便性が高く効率的である。ま
た、試験と免状交付の手続き先が１つの機関であることは、情報を他の機関に移転すること
がないので、情報流出等のリスクを減らすという観点からも適切かつ効率的である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

検討を行った結果、免状交付機関を拡大した場合、試験実施機関と免状交付機関が異なる
ケースが生じ、申請手続きにおける受験者の混乱を招く可能性があることや試験実施機関
と免状交付機関の間での情報のやりとりの過程で情報流出のおそれがあることから、全国
一律の試験制度と免状交付を引き続き一体的に実施することが適切かつ効率的であると
の結論が出た。

電気事業法 第44条の２第1項（電気主任技術者免状に関する事
務の全部又は一部を指定試験機関に委託することができる）

公益法人要件の有
無

有

（一財）電気技術者試験センター 法律上複数指定の可否 不可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：経済産業省商務流通保安グループ電力安全課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■電気主任技術者免状交付

電気事業法 第44条の２ 権限付与の形態 指定



権限付与及び
それによる事
業の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

当該指定法人及びその業務については、法令等に基づき適正に実施されるよう、引き続き
適切に管理・監督を行っていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、全国均一で安全水準を確保する
必要性が高い。このため、ガス主任技術者の能力を担保する上で斉一性が要求されるもの
であり、全国一律に試験を実施することが適当である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、全国均一で安全水準を確保する
必要性が高い。このため、ガス主任技術者の能力を担保する上で斉一性が要求されるもの
であり、全国一律に試験を実施することが適当である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

検討を行った結果、国民生活の安心・安全に直結する事故・災害を防ぐため、引き続き全国
均一で安全水準を確保する必要性が高く、ガス主任技術者の能力を担保する上で斉一性
が要求されるため、全国一律に試験を実施することが適当であるとの結論を得た。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

全国均一の安全水準を確保するためには、有識者等の意見を反映する体制の確保と十分
な知見が必要であることから、これらの要件を有していると認められる当該試験実施機関に
よる実施が最も効果的かつ合理的であるとの結論を得た。

ガス事業法 第36条の4（実施計画の適切性、経理的基礎・
技術的能力等）

公益法人要件の有
無

有

（一財）日本ガス機器検査協会 法律上複数指定の可否 不可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：経済産業省商務流通保安グループガス安全室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ガス主任技術者試験

ガス事業法 第34条第3項 権限付与の形態 指定



権限付与及び
それによる事
業の概要

根拠となる法令・条項

権限付与の要
件

権限付与法人名

検証結果を踏
まえた今後の
見直しの内容・
見直し時期

当該業務については、法令等に基づき適正に実施されるよう、引き続き適切に管理・監督を
行っていく。

検証結果

【権限付与の要件の妥当性】

全国一律の試験制度と免状交付を一体的に実施することは、受験者が手続き毎に別々の
機関に対して申請を行う必要がないため、分かりやすさと利便性が高く効率的である。ま
た、試験と免状交付の手続き先が１つの機関であることは、情報を他の機関に移転すること
がないので、情報流出等のリスクを減らすという観点からも適切かつ効率的である。

【権限付与法人が１つである必要性・効率性】

全国一律の試験制度と免状交付を一体的に実施することは、受験者が手続き毎に別々の
機関に対して申請を行う必要がないため、分かりやすさと利便性が高く効率的である。ま
た、試験と免状交付の手続き先が１つの機関であることは、情報を他の機関に移転すること
がないので、情報流出等のリスクを減らすという観点からも適切かつ効率的である。

【権限付与対象法人の拡大に係る検討結果】

検討を行った結果、免状交付機関を拡大した場合、試験実施機関と免状交付機関が異なる
ケースが生じ、申請手続きにおける受験者の混乱を招く可能性があることや試験実施機関
と免状交付機関の間での情報のやりとりの過程で情報流出のおそれがあることから、全国
一律の試験制度と免状交付を引き続き一体的に実施することが効率的であるとの結論が
出た。

【他の主体による実施の可能性についての検討結果】

上記と同様に、試験実施機関が免状交付を行うことが適切かつ効率的であるとの結論を得
た。

ガス事業法 第33条の２（ガス主任技術者免状に関する事務を指
定試験機関に委託することができる）

公益法人要件の有
無

有

（一財）日本ガス機器検査協会 法律上複数指定の可否 不可

業務独占となっている権限付与に係る事後チェック

担当部局：経済産業省商務流通保安グループガス安全室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ガス主任技術者免状交付

ガス事業法 第33条の２ 権限付与の形態 指定
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