
　欧米等で第四次産業革命（IoTや AIによるデジタル
革新）への対応が進められる中、日本の産業が目指す姿
として、データを介してヒト、機械、技術、システム
等、様々なものがつながることで新たな付加価値の創出
を目指す「Connected Industries」というコンセプトを
2017年に世界へ向け発信しました。＊ 1)

　また、欧米等で国際市場獲得の手段としての標準の活
用、さらにサービス、マネジメント分野への標準化対象
の拡大等を進めるなか、日本における標準化活動の基盤
となる JIS規格の制定及び JISマーク表示制度を定めた
工業標準化法（JIS法）を 2018年 5月 30日に改正し、
改正 JIS法となる産業標準化法が 2019年 7月 1日に施
行されました。
　また、同法の施行に併せ、「JISマーク表示制度」及
び「JNLA制度関連」の命令・省令等関連法令の改正・
制定が行われました。
　なかでも、認証事業者に対する品質管理体制の審査の
基準等を定めた「鉱工業品及びその加工技術に係る日本
産業規格への適合性の認証に関する省令（以下「JIS省

令」という。）」の交付により、今回の法改正の全容が明
らかになりました。
　そこで、JISマーク表示認証事業者に対し改めて改正
JIS法である「産業標準化法」の概要、法改正により新
たに追加された認証事業者に対する要求事項等について
ご確認いただくとともに、法施行に伴い当協会が発行し
た認証書類等の書換えについてお知らせします。

1.　産業標準化法の概要

　 　敗戦後の日本工業復興を目指し、1949年に制定さ
れた工業標準化法は、製品規格（JIS）の作成により、
製品の種類、材料、形状、品質、寸法などを標準化す
ることで品質の安定と生産効率の向上を図り、国際的
に日本製品＝高品質という評価を得てきました。
　 　世界的な標準化が進む中、70年ぶりに工業標準化
法を改正し、JIS対象範囲の拡大、法律名を産業標準
化法に改める等の大幅改正が行われました。

　　改正のポイントは以下のとおりです（表 -1参照）。
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表 -1　産業標準化法の改正ポイント

内　　容 概　　要

⑴ JISの対象拡大・名称変更 ・ 法律名を「産業標準化法」に変え、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格（JIS）」
に改められた。
・ 産業標準化の対象（同法第２条）に電磁的記録（データ）、役務（サービス）が
追加された。＊ 2)

・ 経過措置（同法附則）として、旧 JIS法に基づく JISは次の改正までの間、JIS

マーク認証等は新法に基づくとみなすとされた。

⑵  JIS制定手続きの迅速化　
（新スキームの追加）

専門知識等を有する民間機関（認定産業標準作成機関）を認定し、その機関が作
成した JIS原案は、審議会（JISC）への付議を不要にした。

⑶ 罰則の強化（信頼性確保） JISマークを用いた企業間取引の信頼性を確保するため、認証を受けずに JISマー
ク表示を行った法人等に対する罰金刑の上限が１億円に引き上げられた（行為者
（個人）に対する罰金刑は、従来どおり上限 100万円）。

⑷ 国際標準化の促進 法目的（同法第１条）に国際標準化の促進を追加するとともに、産業標準化及び
国際標準化に関する国、国研・大学、事業者等の努力義務規定注）を設けた。
〔注）「努力をすること」の義務付け：義務規定ではないが、法律の趣旨からすれ
ばぜひ守ってもらいたい事項〕



2.　法改正に伴う認証事業者の対応

　 　法施行に伴い、産業標準化法に設けた委任規定への
対応等で「JISマーク表示制度」及び「JNLA制度関連」
の 6本の命令・省令の改正・制定、9本の告示の改正・
制定が行われました。＊ 3)

　 　なかでも、JIS省令は、認証機関、認証事業者に関
する具体的要求内容が規定されており、認証事業者に
関わる改正点の概要は以下のとおりです。

　　認証に関する提出書類等の様式

　　 　2015年 6月の閣議決定で、行政機関が法人に係
る情報を公開する際に法人番号を併記することにな
り、JIS省令に反映されました。これにより、事業
者が認証取得時に提出する「認証申請書」の記載事
項に申請者の法人番号を追加しました。

　　一時停止の公表

　　 　2009年 7月の JIS Q 1001「一般認証指針」改定
により、認証機関は、一時停止を行った場合、公表
事項のうち、該当部分を修正することで対応してき
たが、JIS省令（第 14条第 1項表中第 2号）にそ
の事実を公表する旨が規定されたため、取消し時の
対応と同様、当協会のホームページ上に「一時停止
の一覧」として公表します。

　　違反事業者に対する措置

　　 　違法な表示等により認証機関から一時停止又は取
消しを受けた認証事業者に対し、以下の措置が追加
されました。

　　①　一時停止を受けた認証取得者
　　　 　一時停止の解除後、1年以内に臨時の維持審査

を行う（第 9条表中第 7号）。
　　②　取消しを受けた認証取得者
　　　 　再取得後、最初の 3年間は毎年臨時の維持審査

を行う（第 10条第 2項）。

3.　産業標準化法施行に伴う認証書類等の書換え

　 　当協会が法施行日以降に発行する認証書類は、全て
改正 JIS法による表記になります。
　 　したがって、認証事業者からの「認証の変更届」及
び「維持審査申請書」により、2019年 7月 1日以降
に発行する認証書類（表 -2参照）は、法改正版に順
次書換えを行います。
　 　また、認証取得時に締結した「認証契約書」は、今
回の法改正により表記及び契約内容等の一部修正（又
は追記）を行いましたので、内容等をご確認の上で再
度契約を締結させていただきます。
　 　また、法施行日前に発行した認証書類（認証書、表
示に関する管理要綱、認証契約書）は、書換えまでの
間、登録認証機関協議会（JISCBA）ホームページのト
ピックに掲載された「産業標準化法施行に伴う用語及
び法・省令箇条等の改正一覧」（事業者向け抜粋版）＊ 4)

による読替えをお願いします。
　 　なお、表 -1の (1)に記載した経過措置のとおり、
これら認証書類の書換えが終了するまでの間、旧法に
よる表記は有効となります。

4.　まとめ

　 　今回の法改正により、法律名が「産業標準化法」に
変更され、「日本工業規格（JIS）」が「日本産業規格
（JIS）」に改められられるとともに、規格作成のスピー
ドアップ、標準化の対象にサービス・データ等の追加、
他法令に合わせた罰則の強化が行われました。
　 　当協会は、旧法表記で発行済みの認証書類の書換え
を第 3項に記載したとおり実施し、遅くとも次回の維
持審査までに全ての認証書類の書換えを終了させる予
定ですので、書換え終了までの間は改正法への読替え
をお願いいたします。
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表 -2　法改正による認証書類等の書換え対応表

認証契約書類等
変更届（変更の対象）

維持審査
認証製品 種類又は等級 製造工場 調色工場

日本産業規格表示認証書 － 〇 〇 － 〇

　　　　　　　附属書 － 〇 〇 － 〇

　　　　　認証書別紙 〇 〇 〇 〇 〇

表示に関する管理要綱 〇 〇 〇 〇 〇

認証契約書（再契約） － － － － 〇



　 　また、国際的に標準化の対象がモノからサービスへ
と移行が進む中、産業標準化法の標準化の対象に役務
（サービス）が追加されました。総務省統計局データ
によると、2018年の就業者割合は、製造業（二次産業）
の 23％に対しサービス業（三次産業）が 73％となっ
ており、日本においても今後、サービス業に対する標
準化の流れが進むことで認証の対象分野の拡大が望め
ます。
　 　塗料業界におけるサービスとしては、塗装・施工等
が考えられますが、そのためには塗装・施工の品質、
品質の達成度（満足度）、品質の評価方法等を明確にし、
規格化する必要があります。
　 　また、品質の等級化、顧客満足度に大きく影響する
コストパフォーマンスやアフターサービス等に対する
扱いについても検討する必要があります。ただ、標準
化の対象に追加されたサービス（役務）、データ等に
ついては当然のことながら JIS認証の事例がなく、今
後の進展を注視ししながら対応を考えて行きたいと思
います。

【参考資料】下記 URLをご参照ください。
　＊ 1)  Connected Industriesの概要
　　　　 https://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170

320001/20170320001-1.pdf

　　　　 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_

service/connected_industries/index.html

　＊ 2) JIS法改正の概要
　　　　 https://www.meti.go.jp/policy/economy/

hyojun-kijun/jisho/jis.html

　＊ 3) JIS法改正により整備した関係法令
　　　　 https://www.meti.go.jp/policy/economy/

hyojun-kijun/jisho/jisho-kanren/index.html

　＊ 4)  「産業標準化法施行に伴う用語及び法・省令箇
条等の改正一覧」（事業者向け抜粋版）

　　　　 https://www.jsa.or.jp/datas/media/10000/

md_4608.pdf
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