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Edgecross 対応製品認定試験規定 
 

1. 本規定の適用範囲は“Edgecross コンソーシアム会員規約” に規定した、認定試験につ

いて開発ベンダ殿で準備していただく試験対象物（エッジアプリケーション本体、データ

コレクタ本体等）・資料・機器・プログラム・データ・機材及び認定試験項目と実施区

分、認定試験結果報告と認定証明書、Edgecross 対応製品であることを説明するロゴ表示

までに適用します。 

 

2. 認定の対象は製品自体です。原則として開発ベンダ殿が認定を受けてください。 

 

3. 認定試験は開発ベンダ殿の製品に対してインターフェースに関わる動作の試験評価を行

い、Edgecross 基本ソフトウェアと接続できることを確認するものであり、開発ベンダ殿

の製品の機能、品質、性能等を保証するものではありません。 

 

4. Edgecross対応製品同士の組合せ試験は行いません。 

※コンソーシアムから組合せ試験が可能なラボを提供します。 

ラボでは必要に応じて開発ベンダ殿にて組合せテストを実施してください。 

 

5. 一度合格認定を受けた製品であっても、下記の場合、再認定を受けることを義務付けま

す。  

＜エッジアプリケーション＞ 

・Edgecross接続に関わる機能追加・変更が発生した場合 

・メジャーバージョンアップした場合  

・Edgecross接続に関わる機能を別の製品へ移植した場合 

※機能追加・変更が Edgecross接続に関わらず、かつマイナーバージョンアップである 

場合、申請書の提出のみで再認定します。(無償) 

 

＜データコレクタ＞ 

・メジャーバージョンアップ、マイナーバージョンアップなど機能追加・変更があった 

場合 

・Edgecross接続に関わる機能を別の製品へ移植した場合 

 

6. レギュラー会員以上の開発ベンダ殿は、認定試験に従って合格認定を受けた自己の

Edgecross 対応製品の販売にあたり、Edgecross 対応製品であることを説明する目的で、

コンソーシアムが別途指定する規定（表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定さ

れないものとします）で Edgecross のロゴを表示することができます。開発ベンダ殿

は、Egecross 対応製品の機能、品質、性能等をコンソーシアムが保証していると誤解さ

れない方法で、表示しなければなりません。 

 

7. 認定試験は会員規約に記載の通り、有償とします。 

Edgecross 対応製品の規格、試験実施要領により都度見積りいたします。 
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 認定試験費用の入金を以って、認定試験結果報告と認定証明書を発行します。 

  ※製品の不具合等により試験期間延長の場合は、別途ご請求いたします。 

8. 問い合わせ先 

コンソーシアムへの問い合わせは以下の方法又は時間で対応します。  

(電話番号) 0570-008-810 

(受付時間) 月曜日～金曜日 9:00～17:00  

（土曜・日曜・祝日・コンソーシアム指定の休業日を除く） 

 

9. 規約の発効 

本規約は 2018 年 5 月 8 日より発効します。 

 

【開発ベンダ殿より提出していただく対象物、資料、機器他】 

 区分 提出項目 内容 備考 

エ
ッ
ジ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

試験対象 エッジアプリケーション

本体 

試験対象のエッジア

プリケーションイン

ストーラ 

 

マニュアル類 エッジアプリケーシ

ョンのマニュアル等 

試験の補足手

順を示す際に

必要があれば

提出 

資料関係 Edgecross対応エッジア

プリケーション認定試験

申込書 

(ECD-TE2-0003-01-JA) 

申込書のフォームに

従って記載した原紙 

別紙(ECD-

TE2-0003-01-

JA) 

エッジアプリケーション

認定試験結果報告書 

(ECD-TE2-0005-01-JA) 

Edgecross対応エッ

ジアプリケーション

認定試験仕様書(ECD-

TE2-0001-01-JA)の

3.試験項目における

各試験の「結果」欄

に対応した記入用紙 

*1(開発ベンダ殿実施

項目) 

別紙(ECD-

TE2-0005-01-

JA) 

認定試験補足資料 認定試験で使用する

補足情報をまとめた

資料 

任意 

データ テストデータ 基本試験構成だけで

は試験できない場合

に提出 

任意 
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その他 機材 エッジアプリケーシ

ョンの動作に必要が

あれば提出 

任意 

デ
ー
タ
コ
レ
ク

タ

 

試験対象 データコレクタ本体 ・試験対象データコ

レクタのインスト

ーラ 

・データコレクタバ

ージョンが最も古

い試験対象データ

コレクタのインス

トーラ 

 

マニュアル類 データコレクタのマ

ニュアル等 

試験の補足手

順を示す際に

必要があれば

提出 

資料関係 Edgecross対応データコ

レクタ認定試験申込書

(ECD-TE2-0004-01-JA) 

申込書のフォームに

従って記載した原紙 

別紙(ECD-

TE2-0004-01-

JA) 

Edgecross対応データコ

レクタ認定試験結果報告

書 

(ECD-TE2-0006-01-JA) 

Edgecross対応デー

タコレクタ認定試験

仕様書(ECD-TE2-

0001-01-JA)の 3.試

験項目における各試

験の「結果」欄に対

応した記入用紙 

*1(開発ベンダ殿実施

項目) 

別紙 

(ECD-TE2-

0006-01-JA) 

認定試験補足資料 認定試験で使用する

補足情報をまとめた

資料 

任意 

機材 データ収集対象の FA機器

類等 

データコレクタの動

作に必要なもの 

任意 

プログラム テストプラグイン 基本試験構成だけで

は試験できない場合

に提出 

任意 

テストエッジアプリケー

ション 

データ テストデータ 

その他 機材 データコレクタの動

作に必要があれば提

出 

任意 

*1:開発ベンダ殿実施項目の内、設備・機材などによりテスト不可の項目が発生した 

場合は別途協議するものとします。 
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 【提出先】 

（認定試験申込書、認定試験結果報告書など） 

認定試験申込書、認定試験結果報告書については PDFに変換し、下記メールアドレスまで

ご送付願います。インストーラやマニュアル類など、各種データについては 10MB以下に収

まる容量であれば、下記メールアドレスにて受付いたします。 

E-mail Technical_support@edgecross.org 

  

（郵送物） 

   〒461-8670  

愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1番 14号 

三菱電機株式会社※ 

FAソリューション事業推進部 FAソリューションシステム部 

オープンプラットフォーム推進グループ 

（Edgecrossコンソーシアム認定試験担当） 行 

TEL：052-712-3054 

 ※Edgecrossコンソーシアムの委託会社です。 

 

 【認定試験関連ドキュメント】 

認定試験仕様書、認定試験申込書は開発キット（ＳＤＫ、ＤＤＫ）に同梱されていますの 

で、マーケットプレイスよりご購入ください。 

 

【認定試験結果と認定証明書】 

1. 認定試験結果は“認定試験結果報告書”として開発ベンダ殿に送付します。 

2. 認定試験結果に改善点があった場合は、認定試験結果報告書にその旨記載します。 

改善点については、別途開発ベンダ殿と協議の上取決めを行うものとします。 

3. 認定証明書は認定試験項目すべての試験結果が合格している製品に対して、送付させて

いただきます。 

 

 

以上 

  

mailto:Technical_support@edgecross.org
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参考資料 

エッジアプリケーション認証の流れ  

 

 

  

ＳＤＫ同梱 

 
 

開発ベンダ コンソーシアム事務局 

Edgecross コンフォーマンス  

認定試験規定の確認 

コンソーシアムから入手した認定

試験申込書、認定試験仕様書の 

確認 

・認定試験仕様書に基づき予め 

自社で試験を実施 

・認定試験申込書をコンソーシ 

アムへ送付して認定を申請 ※１ 

受付 

認定試験申込書へ記載した 

提出物を送付 

※自社でテストする場合は、コンソー

シアムへの実行環境の送付は不要 

認定試験結果の連絡 

認定証明書、 

報告書を送付 

認定完了 

ホームページに掲載 

（任意提出物） 

 ・認定試験補足資料 

・テストデータ 

認定試験実施 

認定試験費用支払い 認定試験費用 

マニュアル類 

試験費用見積り 見積書 

認定試験日程を 

調整・連絡 
認定試験日程候補 

認定試験申込書 

試験費用見積り確認 

認定試験結果 

報告書 

認定証明書 

認定試験仕様書 

認定試験申込書 

ホームページ 

ＳＤＫ提供（有償） 

認定試験結果 
報告書 

(自社試験結果記入) 

認定試験日程の確認 

エッジアプリ 

ケーション本体 

認定試験結果の確認 

認定試験費用入金の確認 

認定証明書、報告書の受領 

※１ 認定試験実施方法は、コンソーシア

ムで行うか、開発ベンダ殿から技術

者を派遣していただきコンソーシア

ムと共同で行うか、コンソーシアム

から開発ベンダ殿へ試験官を派遣し

て行うかを選択していただきます。 
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データコレクタ認証の流れ 

 

 

ＤＤＫ同梱 

 

 

開発ベンダ コンソーシアム事務局 

Edgecross コンフォーマンス  

認定試験規定の確認 

コンソーシアムから入手した認定

試験申込書、認定試験仕様書の 

確認 

・認定試験仕様書に基づき予め 

自社で試験を実施 

・認定試験申込書をコンソーシ 

アムへ送付して認定を申請 ※１ 

受付 

認定試験申込書へ記載した 

提出物を送付 

※自社でテストする場合は、コンソー

シアムへの実行環境の送付は不要 

認定試験結果の連絡 

認定証明書、 

報告書を送付 

認定完了 

ホームページに掲載 

（任意提出物） 

 ・認定試験補足資料 

・データ収集対象の FA 機器類等 

・テストプラグインプログラム 

・テストエッジアプリケーション 

・テストデータ 

認定試験実施 

認定試験費用支払い 認定試験費用 

マニュアル類 

試験費用見積り 見積書 

認定試験日程を 

調整・連絡 
認定試験日程候補 

認定試験申込書 

試験費用見積り確認 

認定試験結果 

報告書 

認定証明書 

認定試験仕様書 

認定試験申込書 

ホームページ 

ＤＤＫ提供（有償） 

認定試験結果 
報告書 

(自社試験結果記入) 

認定試験日程の確認 

データコレクタ本体 

認定試験結果の確認 

認定試験費用入金の確認 

認定証明書、報告書の受領 

※１ 認定試験実施方法は、コンソーシア

ムで行うか、開発ベンダ殿から技術

者を派遣していただきコンソーシア

ムと共同で行うか、コンソーシアム

から開発ベンダ殿へ試験官を派遣し

て行うかを選択していただきます。 


