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米国の組織

指定当局

国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）

規制当局

連邦通信委員会（ＦＣＣ）

認定機関

米国規格協会（ＡＮＳＩ）
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ＴＣＢ制度の歴史

 連邦通信委員会がＴＣＢ制度を導入したのは１９９９年（平
成１１年）

 ISO/IEC ガイド65の認定基準に基づく。

 ＴＣＢの認定は、

 ＦＣＣ（連邦通信委員会） – 米国要件 – 2000（平成12）年

 ＩＣ（カナダ産業省） – カナダ要件 – 2003（平成15）年

 ＩＤＡ（シンガポール情報通信開発庁）–シンガポール要件– 2005（平成17）年

 OFTA（香港電気通信規制当局）– 香港要件- 2009（平成21）年
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国立標準技術研究所
（NIST）の概要

米国の指定当局

NIST
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NIST

NIST は1901年に設立

NIST は、米国商務省にある
非規制連邦政府機関。

NISTの使命は、経済的な安全
を高め、私たちの生活品質を
改良する測定科学、規格及び
技術を進めることにより、米国
の革新と産業競争力を促進す
ること。
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NIST

NIST 施設、スタッフ及び予算

• 2008年度の運営予算は 931.5 百万ドル

 施設は２箇所：
-メリーランド州ゲイサーズバーグ
（234ヘクター/578エーカーのキャンパス）

-コロラド州ボルダー
（84ヘクター/208エーカーのキャンパス）

• 科学者、エンジニア、技術者、経済学者、支援者及び管
理職員 （約3,000名）

• 加えて国内外の客員研究者 （約2,000名）

• 約350の国内系列センターにおける1,400人の製造業者
の専門家及びスタッフがNISTのパートナー。
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NIST

米国政府の MRA の参画

• 米EU及びEEA EFTA 相互承認協定

米・ＥＵ（欧州連合）協定は二国間協定、EEA EFTAは多数分野

• アジア太平洋経済協力 (APEC) 相互承認取極
– 多数国間取極め、 単一分野

• 米州電気通信会議 （CITEL） 相互承認協定
– 多数国間協定、 単一分野

• 日米電気通信相互承認協定
– 二国間協定、単一分野
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NIST

NIST 試験所

MRAs  

規格サービス課

情報通信技術

技術サービス

物理学
製造工学

建設・火災研究

化学、科学
技術

物質科学工学 電子・電気工学
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この表は2009年（平成21年）1月現在の状況に基づくもの。 NIST

発効中の協定 進展が停滞しているもの

ヨーロッパ

• 27 の欧州連合加盟国

APEC フェーズ I
• ベトナム

EEA EFTA
• ノルウェー、アイスランド及びリヒテンシュタイン

APEC フェーズ II

• 香港及び韓国

APEC フェーズ I
• カナダ、シンガポール、オーストラリア、

台湾、香港及び韓国

日本

• 認証のための相互承認協定
（注: この協定は2008年（平成20年）1月に発効された
が、まだ完全導入には至っていない。

APEC フェーズ II
• カナダ及びシンガポール

CITEL
• ブラジル及びメキシコ

日本 (A2LA, NVLAP, VCCI) 
• 試験結果の受入れにかかる書簡交換
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NIST

MRAs の下の役割 (米国内） 
• 規制当局 (FCC)

米国の電気通信システム及び製品について責任を負う。

• 指定当局 (NIST)
適用される手続に従って、有能な適合性評価機関を指定する
ことにおいて責任を負う政府機関

• 認定機関 (ANSI, A2LA, NVLAP)
ISO/IEC ガイド及び輸入国側の技術的要件に対する基準に
従って、有能な適合性評価機関を認定することに責任を負う。

• 適合性評価機関
輸入国側の技術的要件に対する製品の試験及び/又は承認
について責任を負う。

 規制製品の製造業者
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NIST

米国-指定を受けた適合性評価機関

ヨーロッパ APEC フェーズ I APEC フェーズ II

EMC 部門
38 

オーストラリア
18

カナダ
12

カナダ
30

台湾
90 (BSMI) 11 (NCC) 

電気通信部門
25

香港
8

シンガポール
4

韓国
59
シンガポール
30

上表中の数字は、2009年（平成21年）1月現在のもの。また、この数には1組織あたり複数の指定された施設を含んでいる場合がある。
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NISTに関する更なる情報
連絡先

Mary Jo DiBernardo
Tel: (301) 975-5503
E-mail: maryjo.dibernardo@nist.gov

NIST: http:www.nist.gov
NIST MRA Page:
http://ts.nist.gov/standards/conformity/mra.cfm
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認定機関の要件

 NIST/NVCASE
Telecommunication Certification Bodies

 ISO/IEC 17011 – 適合性評価 – 適合性評価機関
の認定を行う認定機関に対する一般要求事項

 NVCASE プログラムハンドブック – 認定者として
ＮＩＳＴの承認を取得するための手続
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米国でＴＣＢになるためのプロセス

 申請し、ＡＮＳＩ又はＡ２ＬＡによって、ISO/IECガイド65に
ついての認定を受ける。

 申請し、ＮＩＳＴにより指定される。

 ＮＩＳＴは、当該申請者を承認するようＦＣＣに勧告するため、

ＦＣＣに情報を提供。
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ISO/IECガイド65 評価 –評価チーム

 評価チームは、評価リーダーと技術専門家で通常構成。

 評価リーダーは、評価を計画し、主にISO/IECガイド65の
品質システムの要素を検討。

 技術専門家は、ISO/IECガイド65と規制当局の要求事項
に関連する範囲で、ＴＣＢの技術面を検討。

 ISO/IECガイド65の一部の要素は、評価リーダーと技術
専門家が評価する共通の部分。
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評価の構造

 書類審査の実施

 TCBとの連絡によって行われる、書類審査でカバーされな
い問題の解決

 ＴＣＢの認証手続及び施設についての実地検査の実施

 テレビ会議を使った遠隔評価の実施

 不適合である旨記載された結果報告の書類（問題があった
場合） 及び評価報告書
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(現場訪問の前に）文書の検討 

品質マニュアル

組織図

職務内容及び資格

請負又は契約従業員

評価及び認証手続

監視手続
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品質及び製品評価システムの概観
（現場にて）

施設の審査

品質システムの簡単な審査

申請プロセス全体を把握
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技術専門家が評価した特定分野

以下のスライドは、技術専門家が主として審査する
評価分野を議論するもの

スライドの番号及びタイトルは、ISO/IECガイド65の
条項に対応。
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4.2 (f) & (j) 組織

 評価及び認証に関する決定を分離するプロセスの
審査

 訓練及び人材ファイルの審査

 第５条の審査とともに、技術評価者の専門知識を
審査。
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4.3 運用

申請プロセスシステムを詳細に評価

 申請者が認証情報へアクセスする方法

 申請者がＴＣＢシステムへデータを入力する方法

 評価プロセスを通じて申請フローをフォロー

ＴＣＢ関連の試験所のISO/IEC 17025 の範囲を審
査
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4.4 請負

 ＴＣＢが業務の一部の請負いに出しているか。

 ＴＣＢが契約社員を使用しているか。

 その契約がISO/IECガイド65及び規制当局の要求事項を
確実に満たすものか否かの審査。

 主要試験を行う試験所に対するＴＣＢの試験

22



4.6 承認の条件と手続...

 これらの要求事項は規制当局に特有。

 ＴＣＢが規制当局の差異を考慮した手続を確実に実施。
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4.8 文書

 申請者の認証制度について、申請をする者へ提供してい
る情報の検討

申請方法

 ＴＣＢが認証できる製品の範囲の議論

製品の範囲内で各規制機関のための適切な申請様式
及び情報

認証された製品帳

等々
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4.9 記録

 記録は ISO/IEC ガイド65の他の条項の審査中に通常評
価する。

 ＴＣＢの認証範囲内で各規制当局の記録保存要求事項
を遵守しているかを確認。
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5.0 認証機関の要員

評価を行う３つの主要な分野

1  最低の資格及び規制当局の訓練要求事項を評価す

る職員及び訓練ファイル

2  規制当局のスキームの知識

評価者及び認証者とのインタビュー

パフォーマンス文書- 「70%」 は受入可能
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5.0 認証機関の要員（続き）

3  評価者の適合性試験能力に係る試験所の論証

 ＦＣＣ（米通信委員会）は、評価者が主要な試験所
試験を行えることを要求。

評価中に、各評価者は主要な適合試験の幾つか
の要素を行うよう求められる。

現在、我々は試験装置を提供中。
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6.0 認証要求事項の変更

 通常、認証要求事項のこれらの変更は、規制当局
の措置の結果である。

 これらの変更がＴＣＢの認証システムに反映されて
いることをチェックすること。
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8.0 認証の申請

 ISO/IEC Guide 65 は、申請について要求事項を定めて
いる。

 各規制当局は、多くの場合、特定の情報をＴＣＢへの申
請において提出することを要求する規則を定めている。
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9.0 評価の準備

 ＴＣＢの作業文書を審査
ＴＣＢが評価者へスキーム文書その他の情報を提
供するプロセスを定めているか

ＴＣＢが、これらの文書又はその他の情報が現行で
あることを確認するプロセスを定めているか。

特に、
 IC （カナダ産業省）の要求事項は、同省のウェブサイト
上にすべて掲載されている。
 IDA（シンガポール情報通信開発庁）の要求事項も同
庁のウェブサイトに掲載されている。
ＦＣＣ（米国通信委員会）の要求事項は、すべてが１ヶ
所に掲載してあるわけではない。
総務省の場合は？
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10.0 評価

 規制当局が評価に焦点をあてて示しているように、
この「評価」は認証プロセスで非常に重要な要素。

評価プロセスの検討
幾つかの申請パッケージの検討

-評価を必要とする範囲及び評価者の数に
対応。

是正措置が必要な組織的な問題を探す。
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11.0 評価報告書

 文書化した報告書はあったか？

 その報告書には適切な情報が含まれていたか？

 その報告書において、その製品を認証すべきか
否かについて勧告されていたか？

 その報告書には署名及び日付の記載があったか？

 申請者と連絡（文書化されたもの）があったか？

 その報告書に、評価の際に用いられたチェック
リストはあったか？
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12.0 認証に関する決定

 認証に関する決定は認証機関の重要な機能

 これを請負に出してはならない。

 評価業務は独立していなければならない。
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13.0 監視

 各規制当局は、認証後の製品監視の要求事項を
定めている。

 ＴＣＢのプロセスがこれらの要求事項を正しく反映
していることを確かめる。

 ＴＣＢが、これらの規制当局の要求事項を正しく実
施しているか否かを判断するため、幾つかの監視
ファイルを審査。
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共通の問題

 ISO/IEC 17025 の範囲
文書適合への試験所試験データの受入れ基準
監視

サンプル数
監査期間
結果の報告
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連絡先

Reinaldo Figueiredo
Program Director, Accreditation Services

American National Standards Institute (ANSI)
Office: 202-331-3611

RFigueir@ansi.org

Kenneth Nichols, 
Technical Expert

American National Standards Institute
Office: 520-407-6115

ken_nichols@comcast.nett
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ご質問は?
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