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はじめに  

発電用風力設備を設置する場合、設置者は電気事業法上の技術基準への適合遵守が必要

となり、工事計画届出の審査において、サイト適合性を含めたその適否が判断される（法四

十八条）。これまでの工事計画届出の審査において、大規模な地盤改良など特殊な工事を含

まない場合に関しては、各産業保安監督部が工事計画届出の審査を直接行っている。また、

特殊な工事を含む場合に関しては、個別案件毎に、経済産業省内に設置される新エネルギー

発電設備安全審査専門家会議（以下、「専門家会議」と言う。）の中で、時間をかけて専門

家からの意見を聴取し、その結果を踏まえて適否が判断されてきている。 

しかしながら、固定価格買取制度（FIT 制度）導入以降、発電用風力設備の導入件数が年々

増加しており、本省内専門家会議の負担増加が想定される。今後の発電用風力設備の導入促

進に向けて、特殊な工事を含む場合に関しても、サイト適合性の第三者認証制度を含めたよ

り一層迅速に審査を行う方法を検討する必要がある。 

そこで、本事業では、認証制度の先行事例を踏まえ、発電用風力設備の工事計画届出の審

査における第三者認証制度の活用体制について、制度設計の前提整理として、複数案をメリ

ット・デメリットと共に提案することを目的とする。 
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1.1.2 発電用風力設備の導入増加と審査負担の増加 

固定価格買取制度（FIT 制度）導入以降における、発電用風力設備の導入件数増加に伴い、

本省内専門家会議内で取り扱う件数及びその審査に伴う負担増加が想定される。下図は、日

本における風力発電導入量の推移を示している。過去 5 年間で、発電用風力設備の導入量が

一定して増加していることから、サイト適合性の評価をより一層迅速に実施可能な仕組み

について、第三者認証制度の活用も含めて検討を行う必要があると考えられる。  

 

 

図 1-2 日本における風力発電導入量の推移 

出典：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 HP、日本における風力発電導入量の推移、

https://www nedo.go.jp/library/fuuryoku/state/1-01 html（閲覧日 2018 年 12 月） 

1.1.3 我が国固有の気象条件・地震対策を考慮したサイト適合性評価 

本検討を行う上で、我が国固有の気象条件・地震対策を考慮する必要がある。下図は、台

風 20 号により倒壊した発電用風力設備の事例を示している。今後は、気候変動に伴い台風

直撃頻度及び規模の増加が懸念されており、地震対策と同様にサイト適合性を評価し、発電

用風力設備の健全性を担保しなければいけない。発電用風力設備に関する設計の国際規格

である IEC 614000-1 等では、一般的な評価方法が記述されており、各国固有の条件を考慮

した個別要求事項については、詳細に説明されていない。したがって、第三者認証制度の活

用体制の検討にあたっては、サイト適合性の審査基準として、各国の状況に応じて個別の要

求事項1を考慮しなければいけない。 

 

 

                                                        
1 IEC の審査項目において、規格内に記載されていない項目及び規格内に具体的な審査方法が記されていない項目を指

す。Local Additional Requirement と呼ばれる場合もあるが、本報告書では、個別要求事項と表記する。 
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1.3 事業内容 

本事業では、以下の構成に基づき検討を行った。 

（１） 海外における風力発電設備の審査に係る法制度と認証制度の関係性の整理（2 章） 

2 章では、欧州等の複数の国（デンマーク、ドイツ、オランダ、インド）を対象に、

発電用風力設備の認証制度活用事例を整理し、国際標準的な活用体制を参考とした

認証スキームを整理した。 

なお、事例調査の際には、発電用風力設備の型式認証取得後のプロジェクト認証

（サイト適合性評価含む）の審査に係る法制度と認証制度の関係性、認証制度の活

用体制を整理した。また、プロジェクト認証（サイト適合性評価含む）の審査に係

るガイドラインの内容を整理した。 

（２） 国内の法制度において認定・認証制度が取り込まれている先行事例の整理 

（3 章、4 章） 

3 章では、他省庁を対象に、認証制度（認証相当含む）が取り込まれている先行事

例を整理し、大臣認定に基づく国内標準的な活用体制を参考とした認証スキームを

整理した（国土交通省：指定構造物（建築基準法）、自動車、港湾、総務省：特定

無線設備、厚生労働省：高度医療管理機器）。事例調査の際には、海外事例調査同

様に、法制度と認証制度（認証相当含む）の関係性、認証制度の活用体制を整理し

た。 

4 章では、関連認定機関及び関連認証機関を対象に、発電用風力設備におけるサ

イト適合性評価に係る認証制度の活用体制に関する意見について、整理した。 

（３） ワーキンググループの開催と認証制度の活用体制の提案（5 章、6 章） 

5 章では、認定・認証及び発電用風力設備の専門家によるワーキンググループ（計

3 回）での、発電用風力設備のサイト適合性評価に係る第三者認証制度の活用体制

に関する主な意見について、整理した。 

6 章では、国際標準、国内標準、両者の折衷案に相当する、３つの本認証制度の活

用体制を提案し、三つの活用体制のメリット・デメリットについて、経済産業省に

よる認証機関への関与、認定機関による認定制度運用時の独立性（第三者に関与さ

れず認定を行うこと等）の観点等から整理した。7 章では、ワーキンググループで

得られた意見を参考に、今後の検討事項について提案した。 

 

1.4 実施スケジュール 

本事業の実施スケジュールは、次のとおりである。 
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2. 海外における発電用風力設備の審査に係る法制度と認証制度の整理 

2.1 調査目的 

2 章では、欧州等の複数の国（デンマーク、ドイツ、インド、オランダ）を対象に、発電

用風力設備の認証制度活用事例を整理し、国際標準的な活用体制を参考とした認証スキー

ムの示唆を得ることを目的とする。 

本章では、風力発電設備に関する認証及び関連する規格類も併せて整理した。 

なお、事例調査の際には、発電用風力設備の型式認証取得後のプロジェクト認証（サイト

適合性評価含む）やそれに類する審査に係る法制度と認証制度の関係性、認証制度の活用体

制を整理した。また、プロジェクト認証（サイト適合性評価含む）の審査に係るガイドライ

ンの内容を整理した。 

2.2 風力発電設備に関する認証 

2.2.1 型式認証・プロジェクト認証 

風力発電設備に関する認証として、大きく「型式認証」、「プロジェクト認証」の２つが

挙げられる。 

型式認証では、ある型式の風車に対して、IEC 等に示される要求事項に従って設計、製造

されているかが確認され認証書が発行される。一方プロジェクト認証では、型式認証された

風車、支持構造物、基礎の設計が、風車を設置するサイトの条件に適合しているかが確認さ

れる。サイトの条件としては風況や地質条件等が挙げられる。また、プロジェクト認証では

設計といった設置の前段階のみならず、輸送及び設置、試運転、維持管理等も含めて適合性

が評価される。 

2.2.2 サイト適合性評価2 

サイト適合性評価は、プロジェクト認証の一部として、設置以前のサイト適合性評価、認

証を行うものである。一例として、一般財団法人日本海事協会（以降、適宜“NK”と表記）

がサイト適合性評価の認証サービスとしてウィンドファーム認証3を提供している。 

 

 

                                                        
2 https://www.jema-net.or.jp/Japanese/res/wind/conformity-assessment.html 
3 https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/windmill_attestation/ 
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なお、日本の認定機関の一つである公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）においても、

発電用風力設備の型式認証、サイト適合性評価に係る認定基準を定めており、検討の際には、

これらの文書も参考とした。各種文書の位置づけは、下図の通りである。 

 

図 2-1 適合性評価に係る認定規準 

出典：上図内文献を参考に三菱総研が作成 

 

(2) ISO/IEC17011:2017 

ISO/IEC 17011:2017 は、校正機関及び試験所認定制度の運用に関する要求事項である。本

規格内には、「4.4 Impartiality requirements」として、認定機関の客観性及び公平性の確保な

どが定められている。すなわち、本検討においては、経済産業省が認定機関の認定活動に対

して直接的な介入はできないと解釈できるが、経済産業省が認定機関に対して一意見を発

信すること等の可能性については議論の余地があると考えられる。 

本検討において、認定機関を設置する認証スキームを採用する場合は、認定機関が認定制

度を運用する際の独立性（第三者により直接介入されないこと）に留意する必要がある。 

(3) ISO/IEC17065:2012 

ISO/IEC 17065:2012 は、適合性評価に係る製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関

に対する要求事項である。本規格内には、認証機関に求める一般的要求事項（法的事項、公

平性のマネジメント）、認証機関の組織運営に関する要求事項、認証機関の要員や外部評価

者といった資源に関する要求事項などが定められている。 
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(4) （参考）JAB PD 362:2016 

（「認定の基準」についての分野別指針-風力発電システム、小形風車の型式、小形風車

を除く風車の型式、部品及びプロトタイプ-）4 

JAB PD 362:2016 は、ISO/IEC 17065:2012 が基にされている発電用風力設備の製品認証（型

式、部品、プロトタイプ）の認定方法を記載している。（本検討では、型式認証取得後のサ

イト適合性の評価を対象としているため、本規格自体は直接関係するわけではない。ただし、

サイト適合性を評価する認証機関は、同時に型式認証の理解も求められると考え、関連規格

として整理した。） 

(5) （参考）JAB PD 366:2017 

（「認定の基準」についての分野別指針-風力発電システム：ウィンドファーム、プロジ

ェクト-）5 

JAB PD 366:2017 は、ISO/IEC 17065:2012 が基にされている発電用風力設備の製品認証（型

式、部品、プロトタイプ）の認定方法を記載している。本規格は、型式認証取得後のサイト

適合性評価を対象としており、認定審査を行う際のプロセスについて主に整理している。認

証機関は、大まかに「評価基準の選択（申請受理→申請レビュー）」→「製品特性の確定（評

価）」→「レビュー（追認ではなく、選択・確定が適切かを含めてレビュー）」→「決定」

→「証明」→「サーベイランス」の順で認証活動を行う。その際、認証機関は、評価にあた

る工程のみを外部評価者へ委託することを許可されている。認定機関は、認定を行う際に、

評価を行う体制が適切か否かを判断しなくてはいけない。 

  

                                                        
4 公益社団法人 日本適合性認定協会、JAB PD 362:2016（「認定の基準」についての分野別指針-風力発電システム、小

形風車の型式、小形風車を除く風車の型式、部品及びプロトタイプ-）、2015 
5 公益社団法人 日本適合性認定協会、JAB PD 366:2017（「認定の基準」についての分野別指針-風力発電システム：ウ

ィンドファーム、プロジェクト-）、2018 
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(2) IEC 61400-1:2005：設計要件 

 本規格は、発電用風力設備の技術的な健全性を確保するために不可欠な設計要件につい

て規定している。本検討においては、我が国固有の個別要求事項に該当する評価内容につい

て、留意する必要がある。なお、個別要求事項に関しては、「5.3 安全カテゴリ」、「6.2 風

車クラス」、「11.5 環境条件の変化」、「11.6 地震条件の評価」、「11.7 電力系統条件の

評価」が該当すると考えられる。 

(3)  IEC 61400-22：発電用風力設備の適合性試験及び認証 

本規格は、「陸上及び洋上に設置する風車の「型式認証及びプロジェクト認証などから成

る、風車の認証システムの規則及び手順を規定する。この認証システムは、安全性、信頼性、

性能、試験及び電力系統との相互作用に関連する具体的な基準及びその他の個別要求事項

に対して、風車及び風車群（ウィンドファーム）の適合性評価を実施するための手順及び管

理」に関して規定している。 

(4) Guideline for the Certification of Wind Turbines Edition 2010（DNV GL） 

本ガイドラインは、DNV GL が発電用風力設備の型式認証/プロジェクト認証を評価する

ための文書である。基礎、タワー、風車の定量的な評価方法と併せて制御システムやモニタ

リング機器の評価に関しても説明している。また、本ガイドラインでは、Deviations と、個

別要求事項を含む National and international requirements について記載されている。Deviation

については、「本ガイドラインで定める安全基準は最低限遵守すべき規格であり、当該国が

定める法令以上であっても遵守すべき」であることが記載されている。National and 

international requirements については、「基本的に、本ガイドラインは、国際規格を満たして

いるが、各国の規則及び規格は別途考慮されるべきである」と記載されている。 

(5) （参考）風車及びウィンドファームの認証に関するガイドライン（Class NK） 

参考に、風車及びウィンドファームの認証に関するガイドラインにおいても、下表のとお

りに整理した。風車及びウィンドファームの認証とは、電気事業法に基づく安全審査の参考

資料に資するものとして出来た認証制度である。本ガイドラインでは、認証の範囲、型式認

証、型式認証の取得を前提としたプロジェクト認証（サイト適合性評価を含む）の審査の考

え方について記載している。 

2.4 対象国の選定 

対象国に関しては、既往の検討の知見等に基づき、下表に示す諸外国を対象国候補とした。

このうち、陸上及び洋上発電用風力設備に関するプロジェクト認証の法的義務の有無

（Mandatory, Voluntary）の観点から、デンマーク、ドイツ、オランダ、インドの 4 か国を調

査対象として選定した。 

対象国候補の及び本調査対象 4 か国のプロジェクト認証制度（陸上、洋上）概要は、下表

のとおりである。 
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2.5.3 インド 

(1) 陸上向け発電用風力設備の認証 

図 2-5 に、インドでの認証制度活用体制を示す。インドでは、プロジェクト認証やサイト

認証の取得は要求されず、型式認証のみが要求される。再生エネルギー省（Ministry of New 

and Renewable Energy (MNRE)）が監督省庁であり、それが所管する風力国立研究所（The 

National Institute of Wind Energy (NIWE)）が型式認証の確認、承認機関となっている。 

型式認証を取得した風車は NIWE より MNRE に報告され、MNRE が発行している

Procedure to apply for inclusion of a Wind Turbine Model in the Revised List of Models and 

Manufacturers of Wind Turbines (RLMM)というリストに登録される。このリストに登録され

なければ、風車を設置することができない。 

MNRE は、図の右下に記載するようなガイドラインを発行しており、事業者や認証機関

は風力発電設備の導入の際に参考にしている。（2018 年現在は、概要のとおり、プロジェ

クト認証を含む、再生可能エネルギー省が発電用風力設備の認証スキームに係る文書（案）

を発行している。） 

認定機関（Accreditation Body）は、ISO/IEC 17011 を満たしている、国際相互承認協定（MLA：

Multilateral Arrangement of the European cooperation for accreditation）を締結している機関が担

うことができる。インドの認定機関としては、National Accreditaion Board for Certification 

Bodies (NABCB)が存在する。認定機関は ISO/IEC 17065 に基づき認証機関を認定する。 

認証機関（Certification Body）は、NABCB、あるいは国際相互承認協定締結済みの認定機

関が認定した機関となる。MNRE が発行する RLMM 内でも、認証機関が認定を受けている

ことが必要である旨が記述されている。 

認証機関での審査においては、Germanischer Lloyd（GL）または IEC の型式認証基準を用

いることが認められている。 

 

  

図 2-5 インドにおける発電用風力設備の認証制度（陸上） 
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2.5.4 オランダ 

(1) 陸上向け発電用風力設備の認証 

 図 2-6 に、オランダでの認証制度活用体制を示す。陸上の設備に対しては、プロジェクト

認証やサイト認証の取得は要求されず、型式認証のみが要求される。一方で、環境影響に関

する規制が存在している。設置にかかる審査は地方自治体が担っており、地域の許可要件と

環境影響に関する規制に即して審査が行われる。 

認定機関（Accreditation Body）は、ISO/IEC 17011 を満たしている、国際相互承認協定（MLA：

Multilateral Arrangement of the European cooperation for accreditation）を締結している機関が担

う。オランダの認定機関としては、The Raad Voor Accreditatie (RvA)が存在する。認定機関は

ISO/IEC 17065 に基づき認証機関を認定する。 

 認証機関（Certification Body）は、RvA、あるいは国際相互承認協定締結済みの認定機関

が認定した機関となる。認証機関での審査は、IEC 61400-22 に準ずる欧州規格（EN 61400-

22）に基づいて行われている。 

  

 

図 2-6 オランダにおける発電用風力設備の認証制度（陸上） 

 

  



 20 

(2) 洋上向け発電用風力設備の認証 

図 2-7 に、オランダでの認証制度活用体制を示す。オランダではインフラ・水管理省

（Ministry of Infrastructure and Water management）が監督官庁となっており、法律（Applicable 

Law for Offshore Wind Energy, Water decision）によって洋上の設備に対してプロジェクト認

証を要求している。 

 認定機関（Accreditation Body）は、オランダの陸上の場合のスキームと同様である。 

認証機関（Certification Body）は、認定機関から認定を受ける。法律からは、第三者的な

専門家機関であることが認証機関に要求されている。認証機関での審査は、IEC 61400-22 に

準ずる DNVGL-SE-0073、IEC とは独立した DNVGL-SE-0190 の認証スキームが適用されて

いる。これら適用される基準について法律文書では明示されていないが、オランダ企業庁

(RvO, Netherlands Enterprise Agency）の Web サイト上の Q&A において基準の一つとして

DNVGL-SE-0190 が挙げられている。 

 

 

図 2-7 オランダにおける発電用風力設備の認証制度（洋上） 
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3. 国内の法制度において認定・認証制度が取り込まれている先行事例の整理 

3.1 調査目的 

3 章では、風力発電設備における認証スキームの検討において国内標準的な活用体制を参

考とするため、省庁が行う様々な審査を対象に、認証制度（認証相当含む）が取り込まれて

いる他省庁での先行事例を整理した。事例調査の際には、海外事例調査同様に、法制度と認

証制度（認証相当含む）の関係性、認証制度の活用体制を整理した。また、諸外国との適合

性評価手続の相互承認7の状況についても併せて整理した。 

3.2 対象事例の選定 

対象事例に関しては、以下の 5 事例を選定した。特に、発電用風力設備の審査が電気事業

法に 1 本化される前には建築基準法に沿った審査スキームが存在していたことを踏まえ、

建築基準法に関連する事例として「指定構造計算適合性判定」の事例を含めた。 

 

(1) 指定構造計算適合性判定 

(2) 特定無線設備等の無線基準認証制度 

(3) 高度医療機器の第三者認証 

(4) 自動車検査登録制度 

(5) 港湾施設の技術基準適合評価 

 

  

                                                        
7 https://www meti.go.jp/policy/economy/hyojun/kijyun/mrarenew/MR html 

















 31 

表 4-3 ヒアリングでの意見① 

 認定機関は、認証機関の「能力評価」を行う、機能的アプローチであり、認定基準

は対象となる認証機関の種類によって定められている（マネジメントシステム認

証機関は ISO/IEC 17021、製品認証機関は ISO/IEC 17065、試験所・校正機関は

ISO/IEC 17025、検査機関は ISO/IEC 17020 など）。 

 本第三者認証制度が導入された場合、認定機関内に発電用風力設備の専門家を有

しているため、システム面のみならず技術面の認定審査も可能である。ただし、認

定審査は、技術的な審査を詳細に評価するわけではなく、基本的にはその手法の手

順や参照元を確認するもの認定機関を設ける場合は、経済産業省が直接的に認証

機関の認定取り消すことは ISO/IEC 17011 における認定機関の客観性及び公平性

の観点から困難である。 

4.3.2 第三者認証制度の活用体制（案）のメリット・デメリットの観点 

国内標準的な認証スキームの場合、経済産業省が直接的に認証機関を認定審査するため、

認証機関は通常の認定審査とは異なる対応が求められ、認証機関の負担が増加すると考え

られる。また、経済産業省が認定機関を担う場合は、審査要員の規準を作成する点で十分な

能力を有しているかが懸念される。 

なお、本項目に関する意見は次のとおりである。 

表 4-4 ヒアリングでの意見② 

 認定機関を設置せず経済産業省がその役割を担う場合は、認証機関の審査要員の

規準が定期安全管理検査の例のようにあまり細かくない基準になる可能性があ

り、風力設備の審査として必要十分な指定基準を記述できるかが懸念される。 

 認定機関を設ける体制の方が、海外諸国からの印象が良いと思われる。また、認定

機関による審査と経済産業省による審査では、経済産業省による審査の方が認証

機関にとっての負担が大きいと思われる。ただし、認定機関を設ける場合は、経済

産業省が直接的に認証機関の認定取り消すことは ISO/IEC 17011 における認定機

関の客観性及び公平性の観点から困難である。 

 認証基準を国際的に展開しないのならば、認定機関を利用しない、閉じた認証制度

で構わないだろう。例えば、国交省や厚労省は、省庁（大臣）が認定機関の役割を

担い、日本国内に閉じて製品認証を行っている。 
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5. ワーキンググループの開催 

5.1 開催目的 

 発電用風力設備のサイト適合性評価に係る第三者認証制度の活用体制を検討するにあた

って、発電用風力設備の専門家、認定及び認証に関する専門家の視点から、活用体制（案）

及びそのメリット・デメリットに関する意見をいただくことを目的とした。 

5.2 開催概要 

本ワーキンググループ開催にあたっての開催概要（運営方針等）は次のとおりである。 

(1) 検討事項 

本 WG においては、次の事項について検討を行った。 

① 認証制度の活用体制（案） 

② 各活用体制（案）のメリット・デメリット 

③ その他（認証制度を活用するにあたっての留意事項 等） 

(2) 設置及び運営 

本事業を実施するにあたり、経済産業省（電力安全課）から業務委託をされた株式会社三

菱総合研究所が、当該委員会・WGを設置し、その運営を行った。 

(3) 委員の構成 

① WG メンバーは、認定・認証制度、発電用風力設備等の分野について知見を有する

関係者で構成した。 

② 認定・認証 WG メンバーは、認定・認証制度の分野について知見を有する関係者で

構成した。 

③ 風力専門家 WG メンバーは、発電用風力設備等の分野について知見を有する関係者

で構成した。 

(4) その他 

① WG の開催・運営は、株式会社三菱総合研究所が行った。 

② 認定・認証 WG、風力専門家 WG、取り纏め委員会（合同 WG）は、会期内にそれぞ

れ 1 回ずつ（計 3 回）開催した。 

③ WG については、実務的な検討作業を進めるため、会議、会議資料及びその議事録

は全て非公開とした。 
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5.3 本検討への示唆 

本ワーキンググループにより得られた示唆を以下の通りに整理した。 

5.3.1 第三者認証制度活用にあたっての前提条件 

(1) 認証機関のサイト適合性評価の基準の作成と対象設備（洋上除く特殊ケース） 

第三者認証制度活用にあたっては、認証機関のサイト適合性評価の基準（認証基準）の作

成が不可欠であり、作成できない評価に関しては対象外とする。なお、前述の通り、本検討

は陸上の全特殊ケースを候補とする。 

なお、本項目に関する意見は次のとおりである。 

表 5-5 ワーキンググループでの意見① 

 標準ケースの設備に関しては、今後も産業保安監督部内で、審査・確認することで

問題ないと考えており、本認証制度の対象外と考えている。一方で、特殊ケースの

設備に関しては、前述の通り認証制度の対象設備とする。ただし、その場合、制度

活用に際して、明確な認証基準が必要となる。特殊ケースのうち、専門家会議内で

複数回審議しており認証基準を明確化することができると思われる設備を対象と

し、明確化できないと思われる設備は、対象外とする。 

(2) 産業保安監督部による最終判断 

本第三者認証制度導入後においても、現行のとおり産業保安監督部による最終判断を維

持することとする。したがって、認証機関は、サイト適合性の評価までが、認証業務の対象

となる。 

なお、本項目に関する意見は次のとおりである。 

表 5-6 ワーキンググループでの意見② 

・ 認証制度活用後も、最終的な技術基準適合の判断は産業保安監督部が担うことを前

提とする。認証機関を用いない審査のルートも存続する。 

・ 本検討では、工事計画の審査（サイト適合性）フローを対象としている。型式認証を

取得していない風車には、審査が行われない。部品認証、型式認証の取得を前提と

しており、それらは本検討の対象外としている。 

(3) 認定機関の役割・公平性 

認定機関は、認証機関が行っている技術的内容ではなく、審査プロセスについて評価する

ことを前提とする。当初は、経済産業省、認定機関に発電用風力設備に関する専門家を配置

し、認証機関の技術的取り組みを詳細に評価するスキームも提案された。しかし、本来の第

三者認証制度とは、認証機関の技術的な専門性の審査ではなく、そのプロセスが適正かどう

かを評価するものである。 

また、ISO/IEC 17011 に記載されている通り、認定機関は客観性及び公平性を担保した組
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織体制でなくてはならない。そのため、経済産業省による直接的な関与（例：認証機関の選

定）の在り方については、慎重に検討を行う必要がある。 

なお、本項目に関する意見は次のとおりである。 

表 5-7 ワーキンググループでの意見③ 

 TBT 協定は、国際的な基準がある中で日本独自の基準を用いた場合に抵触する可

能性があるが、事前通報すれば TBT 協定への抵触は回避できる。今回の場合、産

業保安監督部が審査能力を維持しており、最終的には経済産業省が判断するスキ

ームであることを WTO 加盟国に事前通報すれば問題ないと思われる。 

 ISO/IEC 17011 に抵触しないかどうかが重要である。 

5.3.2 第三者認証制度の活用体制（案）のメリット・デメリットの観点 

(1) 経済産業省による認証機関への関与 

国内標準的な認証スキームの場合、認定機関を設置せず経済産業大臣自らが認証機関を

審査する基準に基づき認証機関を登録する。この場合、本省が直接認証機関へ関与すること

が可能なため、サイト適合性評価内容が不適切、または評価技術に欠けると判断された認証

機関の登録取り消し（認定取り消しに相当）を行うことができる。 

また、国際標準的な認証スキームの場合、認定機関の設置が前提となるが、認定機関の独

立性を担保しなければいけないため、基本的に経済産業省自らによる認定取り消しの権限

はなくなると考えられる。 

一方、経済産業省が認定機関へ認定業務を「委託」する形とした場合、ISO/IEC 17011 で

要求される認定機関の独立性は担保しつつ、経済産業省が委託元として、認定機関に対して

当該認定機関が認定した認証機関への再調査を依頼できる可能性がある。これによって経

済産業省が認証品質に疑義のある認証機関に対して間接的に認定の取り消しと類似した影

響力を持つことができると考えられる。 

なお、本項目に関する意見は次のとおりである。 

表 5-8 ワーキンググループでの意見④ 

 国際標準をベースとして国が認定機関へ認定業務の委託を行うスキーム（6 章の案

B）の場合、経済産業省が認証機関の審査行為を止める形であり、その場合には認

証機関で審査中の認証が止まる。それより前に審査が終わっていた認証証は有効

となる形である。ただし、経済産業省からの要求によって認定機関が認証機関を認

定しなくなることが、認定機関の独立性の点から可能かは曖昧である。 

 国際標準的な認証スキーム（6 章の案 C）の場合、事業者が認証書を提出し経済産

業省が審査する段階で、経済産業省がある認証機関の認証を認めない、受付を止め

る形である。そのため、認証を依頼している事業者としては予見性に乏しい。認証

機関と事業者間での訴訟が発生する恐れがある。 



 38 

(2) 国際ルールとの整合性 

TBT 協定は、国際的な基準がある中で日本独自の基準を用いた場合に抵触する可能性が

あるが、事前通報すれば TBT 協定への抵触は回避できる。今回の場合、産業保安監督部が

審査能力を維持しており、最終的には経済産業省が判断するスキームであることを WTO 加

盟国に事前通報すれば問題ないと思われ、第三者認証制度の 3 案のメリット・デメリットの

観点から除外した。 

ただし、認定機関の客観性及び公平性について記載されている ISO/IEC 17011 に違反しな

いかどうかが重要である。したがって、認定機関を設置する 2 つのスキーム（国際標準的な

認証スキーム、国際標準をベースとして国が認定機関へ認定審査の委託を行うスキーム）に

ついては、ISO/IEC 17011 に抵触しないよう経済産業省が関与しないことが求められる。 

また、認証スキームによっては、諸外国の我が国に対する印象が異なることが指摘されて

いる。 

なお、本項目に関する意見は次のとおりである。 

表 5-9 ワーキンググループでの意見④（再掲） 

 TBT 協定は、国際的な基準がある中で日本独自の基準を用いた場合に抵触する可

能性があるが、事前通報すれば TBT 協定への抵触は回避できる。今回の場合、産

業保安監督部が審査能力を維持しており、最終的には経済産業省が判断するスキ

ームであることを WTO 加盟国に事前通報すれば問題ないと思われる。また、日本

には TBT 違反の制度は既に複数存在すると考えている。 

 ISO/IEC 17011 に違反しないかどうかが重要である。 
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6. 認証制度の活用体制の検討と提案 

6.1 第三者認証制度の活用にあたっての論点 

関連認定機関・認証機関へのヒアリング（4 章）、ワーキンググループの開催（5 章）に

より得られた意見を基に、第三者認証制度の活用にあたっての論点を整理した。 

6.1.1 基本的な考え方 

第三者認証制度の活用にあたっては、サイト適合性の審査主体である認証機関の信頼性

を担保することが不可欠である。その観点から、第三者認証制度の活用体制を検討する上で、

以下の前提条件、論点に留意する必要があると考えた。 

6.1.2 第三者認証制度活用にあたっての前提条件 

1) 認証制度の対象（型式認証取得後のサイト適合性評価まで） 

本検討においては、事業者により発電用風力設備の型式認証が取得されていることを前

提として、第三者認証制度により現地の風条件・運転条件の設計妥当性（サイト適合性）を

確認する。なお、認証機関が評価したサイト適合性の結果の認可に関しては、従来通り産業

保安監督部が行うことを前提とする。 

2) 対象設備（洋上除く全ての特殊ケースが候補） 

認証制度を導入するにあたって、認証機関によりサイト適合性の審査が技術的に困難な

設備は対象外としなければいけない。本検討では、サイト適合性の審査基準を作成できない

程実績に乏しい設備（洋上等）に関しては、対象外とし引き続き本省内専門家会議で審査さ

れることを前提とする。 

下表は、本認証制度の活用イメージ（工事審査手順の見直しイメージ）を示している。特

殊ケースに関しては、前述の通り、サイト適合性の審査基準を作成できない設備に関しては、

引き続き本省内専門家会議で審査され、それ以外は全て第三者認証制度を活用することを

想定している。また、特殊ケースの中には、今後の設置実績により標準ケースに区分される

設備も現れると考えられる。標準ケースに関しては、現行の通り産業保安監督部が審査する

体制と第三者認証制度を活用する体制の 2 種類が考えられる。 





 41 

6.1.3 第三者認証制度活用にあたっての論点 

(1) 認証機関の認定に関する論点 

1) 認証機関の審査主体（認定機関、あるいは経済産業省） 

認証機関の審査主体に関しては、認定機関を配置する国際標準的な体制か大臣認定によ

り認証機関の登録を行う国内標準的な体制に大別できる。なお、国際標準的な認証制度の事

例に関しては 2 章、国内標準的な認証制度の事例に関しては 3 章にそれぞれ記載した。 

(2) 経済産業省による認定/認証機関への関与に関する論点 

1) 認定機関への関与 

 認定機関が審査主体である場合に、経済産業省が、認定機関へ認証機関の認定取り消し

等の関与を行うと ISO/IEC 17011 への抵触の恐れがある。 

経済産業省が審査主体である場合は、電気事業法六十八条登録管理安全検査機関と同様

な指定基準になると考えられる。 

2) 認証機関への関与 

国内標準的な認証スキーム（次節の案 A）の場合、経済産業省は、認証品質に疑義がある

認証機関の登録を取り消すことが可能である。その場合には認証機関で審査中の認証も事

実上無効になるが、それより前に審査が終わっていた認証書は有効であるものとして取り

扱われる。 

国際標準的な認証スキーム（次節の案 C）の場合、事業者が認証書を提出し経済産業省が

審査する段階で、正当な理由があれば経済産業省が特定の認証機関の認証書を受け付けな

いことが可能である。その場合、事業者と認証機関・経済産業省の間で訴訟問題が発生する

可能性もあるため、経済産業省としてはこのような情報があれば事前に開示し訴訟リスク

を低減しておくことが重要である。 

国際標準をベースとして国が認定機関へ認定業務の委託を行うスキーム（次節の案 B）の

場合、経済産業省が委託元として、認定機関に対して当該認定機関が認定した認証機関への

再調査を依頼できる可能性がある。これによって経済産業省が認証品質に疑義のある認証

機関に対して間接的に案 A の登録の取り消しと類似した影響力を持つことができると考え

られる。また、事業者が認証書を提出し経済産業省が審査する段階においても、案 C と同

様に認証品質に疑義がある認証機関の認証書を経済産業省が受け付けないことが可能とな

る。 
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b. 国際標準をベースとして認定機関へ認定業務を委託する認証スキーム（案 B） 

認定業務は認定機関が担っているが、経済産業省が認定業務の委託元として位置づけ

られるため、案 C と比較すると認定品質に対して経済産業省としての影響力を持つこと

が出来る。 

c. 国際標準的な認証スキーム（案 C） 

認定機関が認定審査と認証機関の認定を行うため、経済産業省としては関与すること

が出来ない。 

2) 認証結果の取り消し 

a. 国内標準的な認証スキーム（案 A） 

国内標準的な認証スキームの場合、認定機関を設置せず経済産業大臣自らが認証機関

を審査する基準に基づき認証機関を登録する。この場合、本省が直接認証機関へ関与す

ることが可能なため、サイト適合性評価内容が不適切、または評価技術にかけると判断

された認証機関の登録取り消し（認定取り消しに相当）を行うことができる。 

b. 国際標準をベースとして認定機関へ認定業務を委託する認証スキーム（案 B） 

認定機関の設置が前提となり認定制度運用時の独立性を担保しなければいけないため、

基本的に経済産業省自らによる認定取り消しの権限はなくなると考えられる。ただし、

経済産業省が委託元として、認定機関に対して当該認定機関が認定した認証機関への再

調査を依頼することによって認証品質に疑義のある認証機関に対して間接的に案 A の登

録の取り消しと類似した影響力を持つことができると考えられる。 

c. 国際標準的な認証スキーム（案 C） 

認定機関の設置が前提となり認定制度運用時の独立性を担保しなければいけないため、

基本的に経済産業省自らによる認定取り消しの権限はなくなると考えられる。 

ただし、認定の取り消しではなく、事業者が認証書を提出し経済産業省が審査する段

階で、正当な理由があれば経済産業省が特定の認証機関の認証書を受け付けないことで

認定取り消しと類似した影響力を持つことができると考えられる。 

(2) 国際ルールとの整合性 

1) ISO/IEC 17011 への抵触 

a. 国内標準的な認証スキーム（案 A） 

認定機関を設置しないため、ISO/IEC 17011 へは抵触しない。 
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b. 国際標準をベースとして認定機関へ認定業務を委託する認証スキーム（案 B） 

経済産業省が、認定業務の委託にとどまらず、その後の認定取り消しまで関与した場

合に限り、ISO/IEC 17011 へ抵触する危険性が高い。 

c. 国際標準的な認証スキーム（案 C） 

認定機関に対して経済産業省は関与しないスキームであり、認定機関の客観性及び後

編性が担保されることから、ISO/IEC 17011 へは抵触しない。 

2) 諸外国から見た印象 

a. 国内標準的な認証スキーム（案 A） 

国際標準的な認証制度と異なる、日本独自な認証制度を採用することにより、海外諸

国へ日本国政府の閉鎖性を印象付けることとなる。 

b. 国際標準をベースとして認定機関へ認定業務を委託する認証スキーム（案 B） 

C と類似した認証制度であるため、C と同様の印象を与える可能性がある。ただし、

経済産業省が認定取り消しへの関与によっては、印象が異なる恐れもある。 

c. 国際標準的な認証スキーム（案 C） 

国際標準的な認証制度を活用することは、海外諸国に対して、国内における国際標準

化を促しているというメッセージとなり、開かれた国として日本国政府への他国からの

印象が良い。
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7. 今後の展望 

第三者認証制度を実際に導入し、開始するまでには以下の事項について、引き続き検討す

る必要がある。 

(1) 認証制度の対象設備（陸上）の明確化 

本認証制度を活用するにあたって、対象設備を明確にする必要がある。ただし認証制度を

活用する場合は、審査基準/考え方の明確化が必須となる。 

(2) 認証時における審査基準/考え方・個別要求事項の作成 

対象設備を明確にするためには、日本独自の風況・地震対策等の個別要求事項を設備ごと

に作成する必要があると考えられる。作成された審査基準に関しては、本認証を行う認証機

関には共有されていなければいけないと考えられる。ただし、全ての設備の審査基準の作成

は難しく、長期の時間を要するため、留意し検討を進める必要がある。 

(3) 認証機関の選定の考え方 

本制度では、認定機関による認定を取得した機関、あるいは経済産業省により登録された

機関が認証を行うことができる。その際、認定機関、あるいは経済産業省は、認証機関の信

頼性を担保可能な基準に沿って評価を行う必要がある。また、経済産業省が、海外で認証行

為を行う機関に対して、認定取り消しなどの関与が可能かを確認すべきと考えられる。 

(4) 認定機関が認証機関を認定する際の認定基準 

認定機関を配置する国際標準的な体制の場合は、国際的な認定基準である ISO/IEC 17065

（詳細は 2 章に後述）が前提となる。大臣認定により認証機関の登録を行う国内標準的な体

制の場合は、経済産業省が新たに認定基準を作成しなくてはならない。 

また、認定機関の審査要員に関する基準の検討も必要である。 

(5) 外部評価の活用方針 

現行の認証フローでは、認証に係る工程のうち、評価のみを外部へ業務委託することが可

能である。その際、複数の認証機関が、限られた学識経験者等へ業務委託を行うことで、認

証手続きが遅延する恐れがないか確認が必要である。 
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