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報道関係各位

日本マネジメントシステム認証機関協議会（JACB）、 
令和 4 年度産業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰）
を受賞 

１．概要 

日本マネジメントシステム認証機関協議会（JACB）が、令和 4 年度産業標準化事業表彰（経済産業大臣表

彰）を受賞しました。10 月 24 日に開催された表彰式に、菅野良一 JACB 代表幹事と小野寺将人 JACB 副代表

幹事が出席・参列し、⾧峯誠経済産業大臣政務官より表彰状と記念品が授与されました。 

２．表彰の概要 

経済産業大臣表彰は、標準の策定や適合性評価活動等の産業標準化に顕著な功績を挙げた人及び組織が表

彰されるものです。今年度は個人 20 名と 4 組織が表彰され、JACB は組織として受賞しました。 

３．受賞理由 

JACB は、国内で活動するマネジメントシステム認証機関を会員とする団体として、20 年以上にわたり、規格作成

等委員会への委員の派遣、適合性評価の普及啓発活動、並びに教育研究活動を通じて、産業標準化の健全な発

展へ大きく貢献したことが評価されたものです。 

JACB は 2000 年に設立以降、マネジメントシステムに関連する JIS 規格・ISO 規格の原案作成・内容審議を担

う国内外委員会に委員を派遣し、貢献し続けてきました。派遣した委員会の延べ数は 29（ISO 45001（労働安

全衛生）やISO27001/27002（情報セキュリティ）のJIS原案作成委員会、ISO/TC176（品質マネジメント）

や ISO/TC207（環境マネジメント）の ISO 専門委員会など）に及びます。 

また JACB は、品質・環境・情報・食品安全・労働安全にかかわる 5 つの技術委員会を内部に設置し、審査技術

の質の向上に努めると共に、それを通じて企業・組織の継続的改善・成⾧に貢献してきました。2021 年度だけでも、

計 46 回の技術委員会を開催し、会員機関から延べ 98 名の委員が参加しました。これらの技術委員会での精力的

活動は、ISO マネジメントシステムの大幅な改定となった 2015 年版 ISO 9001 等の日本への迅速な導入にも貢献

しました（2017 年末に公表された 2015 年版認証の移行率は日本が世界 1 位）。 

さらに企業・組織への新たな ISO 規格やその運用ルール制定等を担う IAF 発行文書の企業・組織へのタイムリーな

発信や 4,500 以上の企業・組織からの協力を得た「ISO 認証の活用に関するアンケート調査研究（2022 年 4

月）」を公開するなど、日本の企業・組織のマネジメント力向上につながる情報提供を進めてきました。また企業不祥

事に対する有効な審査についても研究し、報告書を公表しました。 
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なお、経済産業省が公表した JACB の功績は以下の通りです。 

 

【経済産業省が公表した JACB の功績】 

国内で活動するマネジメントシステム認証機関を代表する唯一の団体として 20 年超にわたり会則を堅持

し、加盟機関を束ね、結束して適合性評価、規格作成等、普及啓発活動を継続している。規格作成等に

おいては、産業標準作成委員会、ISO の国内審議委員会、JIS 原案作成委員会を含む各委員会に、

継続して多くの委員を派遣し、規格作成の効率化、スピードアップに貢献。適合性評価、普及啓発活動の

対象範囲は、品質、環境、情報分野の国内 MS 認証の 9 割をカバーし、労働安全衛生、食品分野に

もおよぶ。⾧年にわたる標準化人材の継続拠出、適合性評価と普及啓発、教育、研究活動は、産業標

準化の健全な発展へ大きく貢献。 

 

４．JACB の概要 

JACB は、ISO 9001（品質マネジメントシステム）に代表される ISO 認証審査の質の向上と認証制度の健全な

普及・発展を目的として 2000 年に設立された任意団体です。日本国内で認証活動を行い、国際認定機関フォーラ

ム（IAF）加盟の認定機関により認定された認証機関が会員であり、現在の会員数は 40 機関です。 

会員機関の認証登録組織数の合計は、国内の ISO 認証登録件数の約 9 割を占めています。ISO 認証の国際

調査によれば、2021年末時点での日本の認証件数はISO 9001（品質）が世界で4位、ISO 14001（環境）

は 2 位、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）は 2 位と高いレベルにあります。このような日本の高い普及度には、

JACB 会員機関の個別の努力に加えて、20 年以上にも渡る JACB の団体としての精力的活動の貢献があります。 

JACB では、マネジメントシステム第三者認証制度の発展及び普及に務め、次のような様々な活動を行っています。

認証制度の調査研究、会員に対する認証制度に関する知識や情報の交換、認証制度に関連する委員会や会合へ

の代表者の派遣／認証制度での関連機関とのコミュニケーションを図ることなど。 

 

５．受賞した感想 

JACB は、従前にも増して会員機関が相互に協力し、マネジメントシステム認証活動の質の一層の向上に努めると

ともに、第三者認証制度の健全な普及と発展、ひいては日本の産業競争力向上に貢献してまいります。 
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〔関連写真〕 

（１）［写真左］⾧峯 誠 経済産業大臣政務官 

［写真右］菅野 良一 JACB 代表幹事（JICQA 代表取締役社⾧） 

出典:日本マネジメントシステム認証機関協議会（JACB）ホームページ（以下同様） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）［写真左］菅野 良一 JACB 代表幹事 

［写真右］小野寺 将人 JACB 副代表幹事（一般財団法人日本科学技術連盟専務理事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）表彰状と記念品 

 
 

 

【お問合せ】 JACB 事務局（日本検査キューエイ株式会社 内） 

Tel. 03-5541-2771（直）  jimukyoku@jacb.jp 



2022 年度運営体制（担当幹事及び委員長一覧） 
2022-03 

JACB 事務局 

＜幹事＞

担当幹事 機関名【略称】 氏名（敬称略）

代表幹事 日本検査キューエイ 株式会社【JICQA】 菅野 良一

副代表幹事／監査 一般財団法人 日本科学技術連盟 ISO 審査登録センター【JUSE-ISO Center】 小野寺 将人

副代表幹事

一般社団法人 日本能率協会 審査登録センター【JMAQA】 伊藤 新二 

株式会社 日本環境認証機構【JACO】 小野寺 浩幸

運営・渉外

一般財団法人 日本品質保証機構【JQA】 小林 憲明 

一般財団法人 日本燃焼機器検査協会 マネジメントシステム認証センター【JHIA-MS】 松本 好生 

一般財団法人 日本ガス機器検査協会 QA センター【JIA-QA Center】 中山 勝己 

技術（品質）

日本化学キューエイ 株式会社【JCQA】 高橋 猛

LRQA リミテッド【LRQA】 武田 吏司

技術（環境）

日本規格協会ソリューションズ 株式会社【JSA-SOL】 佐藤 哲也

一般財団法人 日本自動車研究所 認証センター【JARI-RB】 竹内 啓祐

普及

株式会社 マネジメントシステム評価センター【MSA】 鈴木 浩二

BSI グループジャパン 株式会社【BSI-J】 西中 宏

国際

一般財団法人 日本科学技術連盟 ISO 審査登録センター【JUSE-ISO Center】 （兼） 小野寺 将人

ペリージョンソン レジストラー インク【PJR】 西村 みどり

＜技術委員会 委員長＞

技術委員会名 機関名【略称】 氏名（敬称略）

品質 LRQA リミテッド【LRQA】 飯尾 隆弘

環境 一般財団法人 日本自動車研究所 認証センター【JARI-RB】 竹内 啓祐

情報 BSI グループジャパン 株式会社【BSI-J】 中村 良和

食品安全 日本検査キューエイ 株式会社 【JICQA】 勝俣 宏行

労働安全衛生 BSI グループジャパン 株式会社【BSI-J】 内藤 高志


