
(1)申請者フト外國・ll住所号 7H者 電 製.

(2)消防用機械器具号鋼 形状 構造 材質, 成分

要 性能・ll 嘲■ 検査業務 (次琥Oll月与 検査

業務斗ユ ■ )号 適正 三■ 確賞司 賞施■4

翻司 必要■ 技術的能力 要 経理的 基礎暑

フレ1ユ 以音 択.

(3)申請者フト検査業務以外鋼 業務号 ■■ ■♀

・ll讐ユ 業務署 行■ユニ 咀司 検董業務71

不公正。1電 電司71‐鎖程ヨ。

(4)申請者ント■=鋼 例摯■ 者到 該営■司 普

音 項.

②指定。1取 消ヨ可 ユ 取消日ニ キヨ 起算

■呵 2年 音 召斗・l‐
ス1。卜J■ 者.

①法人。■月 ユ 役員中・ll ②・ll該 営■与

者71以 割 .

6.協 會与 令第41條 第2項 鋼 外國検査機

関鋼 指定書 ■ユ ニ与 指定―i取 消せ嘲与 ス1

到餞。!ユ 事由暑 自治大臣・ll報告■司 錯ユ■

慢 ■

第44條 省J除.

外國検査機開到 検査日I EI(data)詈

壁0}詈01(受 理 )缶 制度 (解説 )

消防庁 豫防救急課 国際規格対策官

小林 恭―

詈 咀 4電 キ嘲 消防用機械器具=・l14■ 検

査制度・ll以●l芍 掴 検査機開判 検査司ォ暑

せ。トモ。1讐 川三オ ス1考搬吐 。1刹 三鋼 ス1可
Oll 嘲き卜J 10是 。1訓オ せ ヨス1 錯■ スl‐7卜苦

櫻  せ。日 本矯ql嘔 モ性せ鋼 可召ュニ 嘲=

舎
`1電

き卜[2」スト■■

詈1.4電 1電 早司 ULo14 FM鋼 検査・ll寸

召■ 生斗冽号♀ 4+コ 1 篭善到月 十督見

嗜ユ モ鎖■司 スト電督嘲Zl‐?

E上 。卜瑠JじL ul尋 ULo14 FM鋼 4スト・ll寸

召製嗜 ■■■二 電基生せ嗜到 4斗  日本消

防検定協會(。l■ 協會■■嗜)q検 定―iせ
ス1錯 ユ嘔 消防用機械器具号音 電碁刊 到月

■朝せ +4鎖 =J■

是2.ユ 嘲■ 外國検査機関鋼 イストtll叶暑 せ。}

モ咀嗜与択書 子唄督J71‐?

冒.社 到せ 十 以讐 外國検査機開。l電 墓鋼

生u.Itt Oll鋼■ 子召 (所謂 規格省令)・ll ■

4ス l可き 4スl■ ■♀・ll讐電コ71‐ユ メl電

社斗暑 社ヨ;トユ 司尋 号篭■ ス1電き 型メ1■

月 錯与嗜讐 ズ増Ll■

詈3.社 ヨせ 十 以与 外國検査機開。l■ 予哄

―tせ ;卜讐 項督J71‐? ■引 ス1■714二 可

■嗜讐 択督J71‐?

冒。消防検定協會■ 生せ電・ll鋼司 消防用機

械器具=鋼 ♀電■ 検定機開。7月 翻ス1号

■■■ユ 以61ユ 昔司 刊 」号Oll tl司月

二 嗜電。7月 召赳鋼 スト4斗 鋼子=音  可

異■呵 十電鋼 検定機関ユニ月 電コ71テ 号

せ 十 以与 ユモ ■4。l¶ 召司 ■■呵月 以

=嘲 吐 嗜4月 ■司71検 査司■号 せ。}モ。1

ス1ヨ 与 外國検査機関二 ♀司嗜斗 消防検

定協會 ■二鋼 き司斗 刊 ■。1 子JIヨ司

錯ユ嘔 ■■嘲吼 ユ嘲口7生 」■・llバ■ 消

防法施行規則 利43乙 刻2■●ll月七司斗子

可」q!月 モ期以■ 外國検査機開鋼 イストLll嗜

号 せ嗜モ電 十 鎖特 裂ユニ 群ユ  ■■

12電 15電 ql生 ■■ストを」。7■ 司Oll嘲司

外國検査機開鋼 刊 召 ■4号 ―i=せ 覗 =

嘲嗜
颯7}01二斗咀(基本指針)"朝 斗ユ ;卜讐

項ユニ オ。l二31■鋼 J=書 外國検査機関鋼

き司斗 子■■・ll■■ ■4号 音 列記■ 裂ユ

ニ 外國検査機開。1電 基鋼 生■■・ll鋼■
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誦「4到 嗜斗 ス1電音 4ス1●レ1群 イ翻■ 召

電■ ■嗜号二 子■■ ■=ユ ニ ヨOl以書嘲

嗜 。l斗7E■tt n社 olテ 寺見嗜咀 ■二月 号

召メ1電4401斗 。卜■ ■■三 銀。l qttq■

を鋼 を トイ4鋼 イスト司しに せ。トモ電 十 以

讐 委督嘲■

詈4.4ヨ せ 十 以讐 外國検査機関。1嗜 ・l暉

冽1社 ■■嘲71‐? UL号 鋼 ♀電■ 4スト冽4月

イスト司嗜斗咀 ユ嘲二 せ。}詈 磐嘲71‐?

営.ul尋 UL。 1斗二 協會フトユ 4スト司■=ユ
tH星 せ。}モ電 十■ 餞書嘲■ 瑠コ・ll 召スト
Lll bl・号 せ。トーEol二尋 ミユ4♀ 外國検査機関

書 ♀電 瑠司・ll社■音 せ 電■71‐以書J嗜

電コ■ ユ 社■・ll嗜斗 営該外國検査機関判

キ弓52「刊 ■号音 響スト■呵 “フト。1二諄嘔"

鋼 ぶL社・ll子号ョ銀嗜嘔 電司フト召ストLllじ卜疑卦

せ。}モJ外 國検査機開ユニ 司■斗ユ イスト

せ増斗 月漏q子 口l■咽斗 ■州  鋼子号音
工■■ ■コ斗 営該外國検査機関斗綱 月†呻

音 期社■月1ヨ キ 択¶嘲吐 ュ嘔 社与―Eフト

社 号刊召咀 認證制度■・l14 消防用機械器

具号鋼 検査機関ユニ芍 子暑■ 4召 音 ォ社

外國検査機開・ll嘲朝州讐 4スレ1型 スレト■―i

を守斗尋ユ 以=嘲 吐

詈5。到子_●li斗 イ号鋼 司こ¶44外 國検査

機関音 署=司 月 電碁・ll怖 ドレトせ 電♀

子刹円。こ ・l呵■ 十寺。1■ ■劇 4?

日(1)J千 利こ劇ストキ ♀社 電コ斗 “ィストJじ卜"

望 せ。卜号増・ll嘲■ 月l守音 川社■ ィスト冽

4(。 l■ ス1■外國検査機開。1斗 ■嗜)・ll電

碁。l十 言■ユ4■ 善 消防用機械器具号・ll

嘲朝 可召メ1電音 鋼せ 検査到■鋼 鋼 鋼ョ

号 ■■

(2)司■外國検査機関是 鋼ヨント以ユ嘔 営

該消防用機械器具ql嘲 司 電羽  規格省令
q14諄 可コオ 4ス1■報 斗 号電■ ス1電

音 4ス1きトユ イスト司ォ号 ■■斗J 鋼ョスト嘔

到千利こ劇4qlュ 早■■
(3)鋼 千刈二督スト讐 営該検査司じ卜暑 瑠早尋
ユ 1列鋼 社墨詈斗 7EIol電司Oll可召ス1電q

社■-2■ ■

(4)可コ与 電キ見 イスト司じ}斗 1刻判 4甚 詈
Oll鋼朝 型式試験音 4ス!■ユ ユ 4521●ll鋼

社-2■ キ■呵 社■xl‐・ll=ス1■■
(5)ユ刊 社■ストニ早Ll鋼 自治大臣・ll型式

承認申請 要 イォ十今書 國内製造業者斗 =

電■■

(6)列 電4■ 鋼 電ス1せ増三 社■斗 7EI嗜指

定外國検査機開。1司 司4電 ス|■ ■嗜斗 =

性■ ■嗜。7抜 取検査号 可きトユ ユ 個別

検定Ol1 4■ 召スト司じ1号 ■■■呵 外國製造

業者Ollユ半■。軍列 個別検定音 ■項ュニ

見吐

詈6.嘲 嗜司 寺せ櫻 せ書J■  外國製造業

者・ll以61州モ 指定外國検査機関音 活用番
ユニ月 嘲哄二 (merit― 利鮎 )71以 ス1 錯

獄書嘲71‐?

L「.指 定外國検査機開書 協會斗 瑚牛音 剌4■
。1せ書 電羽 召Z.l利二鋼 刑二斗 規格・ll嘲

朝 熱知尋ズ1 瑠嘲■.外 國製造業者■ 。1斗

せ書 イストイ4・ll電モq子 社■(COn sul

ting:相 談 助言 )音 せュ呵 二■ スト子・l
elニ スト4せ qス 1電音 せ音 十 以ユニユ 利

鮎(merit)書 子是。1以 =嘲 嗜

是7.せ キョ■ 社モせ=4・ l‐■ ■コント せ0ト

モ。|キ “ィスト司嗜"讐 朝嘲4ス14電 暑刊
判 子召Ol1 4斗。卜き卜裂ス1■?
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日.ユ 弓書J吐 叶千。1斗 LI・イ斗鋼 子召Ol1 4

斗 イスト司レト号 せ。トモ。1■ 日本国内規格鋼

電せ』。1テ 嘲ス1ユ 生せ嗜鋼 剌刑71 ユニ

司召J嗜  電可鋼 生せ嗜―i4司 二 ■ 刹

三錮ユニ 電喜子召Oll■暑 イスト子召■音

せ。トモ電 十 #・ll獣書J■

塁8.ユ ■■ ・工業製品到 輸入促進 "音 .・l

司凋キ
颯タト国検査日IE}到 営o}詈留 "書 Ol tl

■ 鋼鋼オ 以讐 項¶J71‐?

日.生 斗イ鋼 dl号 詈Jせ ■スト■ 生斗イ与

社子 生斗・ll号召。1以 °ロニ メ1電4401■

生 せ。1き卜131・ニ ユ 社斗讐 社モント71 ■■

生斗■き。1テ 是■ス1ミ ■/。lせ ズ。1嗜 ユ呵
口こ 社司せ 十 以キ 4ストイ4。14スl■

｀

イス}tllじ卜"7卜■早日朝 以ユ呵  期■と電ス|

沼スト暑 せ 必要フト銀斗ユ 翻■■与 電寸。|

以=嘲 ■■ ユ司斗 。l司■ ■■♀ 予司71‐以

=嘲 ■ 製品音 4司 二 司■■■月 履スト・ll

オ司→曇ストせ。1咀 。1嘲■ 翻7n■♀ 嗜号■ スト

ユ■召。131‐ユ せ択。1叱 4期 ・ll以朝月与 生

斗ス1電碧判 ユ電鋼 刊4。l■ ■を。1 嗜生量

■■■星調 生斗4鋼 翻き。1コ 1 せ。1■刻

斗じ卜」。マ ス1電■嗜。1ノやl■冽4二 ■ 子

月鋼 電足弓音 →穆1■4ント社利ニ モせきレ1

■■ ユ呵口7 10C(千 刹ニモ斗4子 )・ll

月二 4子 子召鋼 末梢斗ユ 翻4ヨ 与 口1翻

■ モ刹二 激論含 嘔ユ列与 ■♀フト書■ 諸

外國。l嘔 喜鋼 子召=ユ ヨ31・寺委書 。卜J■

電暑鋼 子召到 ■31‐イスト司レト号 十司■斗讐

子咀鋼 ネ妄l讐 嘔是綱 子召音 口}子司 錯ユ

子召鋼 電是電鋼 ヤ l詈 社司■■ ネ豪1。l叱

鋼千司乙電スント消防用機械器具号音 電墨・ll

十言ユ司 せ嘲 嗜嗜 ■期 瑚乙号トユ 以■ 司

予。l嘔 墓鋼 子召・ll貴司 普讐■■ 刹予音

期二 71せ (こ詈■ 71乙司三 電 十 以選メ1

ニ ユ〕 |■)■ ■■ント以音択Ol嗜  モモ

UL認 定音 鋼号■嘲与 UL。1社 ス1■ ス1電

電斗書 ■キ司ユ嘲斗二 電コントユオ ユ嘲ニ

讐 十司せ 十与 鎖■ 期千4スト司し卜鋼 十司

与
｀
モ5"●ll州程電■ +寺 音 司。トトJ十

司鋼 鋼鋼与 “モ6"●ll月せ■日}斗 7E・吐

714警 せ刊・ll消防用機械器具号鋼 千司千

召。l ISO・ ll月■■呵ス1ユ 47511電 暑01

■4沼 音 子司子召。7=電 ス1電 ■♀・ll

讐 モ刹フトせ斗4項 ¶嘲吐 鋼子判 刹乙督

Xl‐71利 ■■ 司詈書 ユテ 電羽 子召Oll召

■■ 項。lJ呵 。7篭 墨到予二 q千 ―・l子 召

・ll寸スl■月1電 項。!嗜 ユ弓冽1ヨ ■ 外國

検査機開鋼 イスト司叶判 制度受理讐 消防用

機械器具号鋼 子刹十=・ll書書 イ呵―i ■月1

電 択増J■ 。1斗/t■。1■ ■■■■ I S OOll

月 千司子召鋼 4三 71。1刹 二鋼 創設二 咀

司 ■=ユ 子■■―i子 フレ1裁■ユ せせ 十

二 以―i択・日 電碁。14月 |ストニ予オ ISO

子癬考■到 召号 参書せ ■■■。lJ十  缶

。卜電 項ユニ 』4■ ■

外国検査呵I EI到受理ql EHδ}q

1985年 5月 30日

協 會71消 防法施行令 第41條 (消防用機械器

具号・ll 嘲■ ス1電 製 個別検定鋼 手敷料 )同

施行規則 第35條 (消防用機械器具号Oll J■

ス1■・ll■■ 社■月 製 十十二 )同第43條 (外

國検査機関鋼 指定 )製  1984年 12月 25日

字 生唱 第168琥 日本消防検定協會理事長

・ll刻 消防臨次長通知 (外國検査機開鋼 指定・ll

J■ 呵)・l14■ 鋼千イストイモ鋼 司■電子 哄

営該検査機開。1せ ■■ “イスト司じ卜"号 せ=■

q社 ス1■ 4■ 錮千号 スl可■4判 ■ ■■1せ

子■号鋼 利■ 71召到 tl■ 概要■ ■=斗 7E■

吐
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