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平成２９年度日本規格協会標準化貢献賞 

［標準化貢献賞］ 

氏 名 ・ 所 属 ・ 役職 主 な 功 績 

阿知波 正之 

阿知波計量士事務所 

 

永年に亘り東海地区における品質工学の普及とそのレベ

ル向上に多大なる貢献をいただいている。 

品質工学に関する勉強会として 1991年に発足した計測機

能研究会（MFRG）では、立上げ段階から 2016年まで約 25年

間に亘り運営委員を務め、実務で品質工学を活用する技術者

の育成を行い、近年その成果として品質工学会主催の研究発

表大会では、同研究会メンバーから発表賞や論文賞などの受

賞が続いている。 

その他に、当協会品質工学入門セミナーの講師、品質工学

通信教育での課題添削指導やスクーリング講師、書籍「品質

工学講座 7 品質工学事例集 計測編」の執筆など、東海地区

にとどまらず、当協会の品質工学の普及に多大な貢献をいた

だいた。 

また、JISマーク表示制度の改正により新たに立ち上げた

JIS品質管理責任者セミナー専修科コースでは、「JIS Q 

17025*と製品の不確かさ及びトレーサビリティー」の講義科

目を 2005年から 2012年まで担当し、JISマーク認証取得事

業者の質の向上にも尽力された。 

*JIS Q 17025:2005 試験所及び校正機関の能力に関する一

般要求事項 

長田 明彦 

一般社団法人 日本配線システム工業会 

技術部長 

当協会への委託事業である電気用品安全法に活用される

JIS開発事業において，性能規定化された技術基準省令に整

合する電気・電子分野の JIS の整備を進める中で，“電気用

品の技術上の基準を定める省令の解釈”をもととし，さらに

我が国固有の配電事情による電気設備の技術基準にも整合

する，“配線器具の安全性”について規定する JIS 原案の作

成に大きく貢献した。 

分野横断的に用いられるこの JISが制定されることで，現

在，従前の省令１項基準と省令２項基準との２本建てとなっ

ている技術基準省令の解釈の各別表対応の JIS 化が加速さ

れ，将来的な解釈基準の一本化が図れる。 
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角田 啓子 2001年よりQMS、2005年よりFSMSの認証審査員として長き

に亘り活躍し、難易度の高いこれらマネジメントシステムの

複合審査も積極的に行っている。 

FSMSにおいては審査技術検討会の委員として、審査要領の

開発に努められ、FSMS認証事業に大きく貢献されている。ま

た、これらに基づき信頼ある審査を提供し続け、多くのお客

様から高い評価を受けている。特に、FSMSの認定登録から今

日までの認定立会審査においては認定機関からの評価も高

く、FSMSの認定登録及び維持継続に大きく貢献されている。 

さらに、FSMS判定委員会副委員長としても信頼ある認証の

決定を行い、当協会の認証の信頼性確保に貢献いただいてい

る。また、審査員研修講師として、質の高い審査員を多く育

てることに尽力していただいている。 

小久保 彌太郎 

公益社団法人日本食品衛生協会 

 

一般財団法人食品産業センター日本食品安全マネジメン

トシステム評価登録機関（JFARB）が FSMS審査員の評価登録

を開始した 2006年 8月から、判定委員を務め、現在の JRCA 

FSMS判定委員会の運営の礎を築いた。また、ISO 22000の規

格制定に際して、DIS、FDIS、ISの対訳版の発行に尽力した

ほか、食品安全規格関連動向セミナーの講師を務めるなど、

当協会が食品安全分野への取り組みを本格化する上で多大

な支援を行った。2015年 7月からは、JRCAの FSMS判定委員

長に就任し、これらの食品衛生管理に関する深い学識と幅広

い経験を活かした的確な判定を行うとともに、他の判定委員

の力量向上に資する指導を行うなど、FSMS審査員評価登録

制度の信頼性の維持、向上に大きく貢献している。 

野口 博司 

流通科学大学 名誉教授 

（ピレネー・ストーリー研究所 所長） 

東洋紡株式会社在籍時から現在に至るまで、専門分野の品

質管理、統計学に関する研究内容・知見を活かし、1999年～

2016年(17年間)にわたり「品質管理と標準化セミナー」を

はじめ数多くのセミナー講師を務め、標準化と品質管理の普

及・促進に多大な貢献をされている。 

企業内研修においても、受講生への対応を意識し徹底した

準備を行い実施しているため、いずれの企業でも高評価を得

ている。 

また、月刊誌「標準化と品質管理」など図書・雑誌の連載

により、統計手法を分かりやすく解説し、誰でもが理解でき

るようにご尽力いただいている。特に、2015年 11月号～2017

年 9月号まで「基礎から理解する統計学」と題した連載を執

筆いただき、難解な実験計画法や多変量解析を分かりやすく

解説し、読者から好評を得た。 
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能登 高志 

オフィス NOTO 

（元 一般社団法人 日本高圧力技術協会） 

 

我が国の圧力容器に係る強制法規には、高圧ガス保安法、

電気事業法、ガス事業法及び労働安全衛生法の 4法がある。

これら 4法の技術的な整合・調和を目的として、JIS B 8265

（圧力容器の構造－一般事項）及び JIS B 8267（圧力容器

の設計）が制定され、それから圧力容器関連の JISが形成さ

れる。これらの JIS（30件など）の制定、改正に深く関わり、

当協会の規格売上げにも大きな貢献をしてきた。また、これ

ら規格に対する問合せは年間 30件程度あり、それらの回答

もしていただいている。 

このような圧力容器の標準化活動に関して積極的に関わ

り、産業界のみならず広く国民生活の安全活動のため圧力容

器関連規格の作成と普及に貢献している。 

 

堀内 俊幸 

千葉工業大学 社会システム科学部  

プロジェクトマネジメント学科 

教授 

専門分野のプロジェクトマネジメント、統計的品質管理に

関する研究内容・知見を活かし、20年以上に亘り、当協会が

主催する品質管理セミナーにて講師を担当いただいた。 

特に「品質管理と標準化セミナー」、「JIS品質管理責任者

セミナー専修科コース」、「品質管理セミナー入門講座（6

日間）」の主要セミナーにおいては、講師会に積極的に参画 

いただき、教材の開発・執筆にもご尽力をいただいた。 

常に受講者目線に立ち、様々な業種・業態・規模に応じた 

的確かつ理解し易い講義スタイルについては、受講生並びに

派遣責任者からも大変好評であった。 

また「品質管理と標準化セミナー」においては、改善指導

講師として長年ご尽力いただき、講義で学んだ知識を実践面

で有効に役立てる具体的な術について、受講生に対して個別

に熱心にご指導いただき、当該セミナーの満足度向上だけで

はなく、標準化と品質管理の普及に多大な貢献をいただい

た。 
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［標準化奨励賞］ 

氏 名 ・ 所 属 ・ 役職 主 な 功 績 

荒井 秀明 

株式会社小松製作所  

コマツウェイ総合研修センタ  

所長付 

 品質管理検定事業に 2012年よりご協力いただき、品質管

理検定事業に賛同する協賛企業として、同事業に関する積極 

的な意見・提案をいただくなど、品質管理検定の運営に大き

く貢献している。 

また、小松製作所では 2008 年度より「品質管理検定」の

取得を奨励しており、同氏は社内での取り組みを、「標準化

と品質管理全国大会 2013」での講演や当協会ホームページ

で紹介いただくなど、外部に向けても品質管理検定の普及活

動に寄与いただいたことは、今日の品質管理検定申込者数増

加に繋がる多大な貢献である。 

江﨑 正 

ソニー株式会社 

スタンダード＆パートナーシップ部  

標準化専任部長 

2004年にIEC/TC 100（オーディオ・ビデオ・マルチメディ

アシステム及び機器）国際副幹事に就任し、その後、2011

年から2016年まで国際幹事を務めた。 

IECにおけるTC 100の活動実績及び功績により、2007年に

IEC 1906 賞を受賞。また、2015年にはIECの議長、幹事で多

大な功績のあった者にのみ贈られるIEC Thomas A.Edison賞

を受賞している。 

IEC標準化活動における顕著な功績と経験を買われ、2017

年にはIEC標準化管理評議会（SMB）の日本代表委員に就任し

ている。 

当協会においては、2015年から2016年に兼務出向として国

際標準化ユニットに籍を置き、その経験と実績をもとにIEC

国際議長・幹事に対して支援業務を実施した。また、当協会

が実施する国際標準化研修において講師を務め、SMB委員就

任後も研修へのサポートを継続するなど、当協会の標準化活

動への貢献は極めて大きく、また今後も継続して貢献が期待

できる。 
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髙橋 勝彦 

広島大学大学院 

工学研究院 電気電子システム数理部門 

生産システム工学研究室 

教授 

永年に亘り、当協会広島支部での主要な品質管理セミナー

（品質管理と標準化セミナー、JIS品質管理責任者セミナー

専修科コースなど）の講師として、標準化と品質管理に関す

る人材育成にご活躍いただくともに、企業内研修講師として

も指導にあたられ、平成 29年度からは当協会広島支部教務

主任として、ご指導をいただいている。 

また、デミング賞審査委員会委員として多くの企業の指

導・審査にあたられるとともに、中国地区品質経営協会・副

運営委員長として、中国地区の企業における品質管理に関す

る普及・向上に尽力され、標準化と品質管理の普及・推進に

多大なるご貢献をいただいている。 

 

永井 一志 

玉川大学 経営学部 国際経営学科 

准教授 

 

 専門分野の品質管理、経営工学に関する研究内容・知見を

活かし、15年以上に亘り、「品質管理と標準化セミナー」、

「JIS品質管理責任者セミナー専修科コース」、「品質管理

セミナー入門講座（6日間）」、「品質機能展開コース」な

どの講師を全国で担当いただくとともに、教材の執筆、改訂、

セミナーコンテンツの見直しなどにも参画し、当協会の研修

事業に多大な貢献をしている。 

また、出版事業においては、2004年には当協会発行の書籍

「持続可能な成長のための品質機能展開」を執筆いただくな

ど、今後も品質管理分野において更なる活躍が期待される。 
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［標準化貢献特別賞］ 

団体・企業名 主 な 功 績 

池田印刷 株式会社 永年に亘り、当協会の商品・サービスに関する宣伝用パンフ

レット類を手掛け、特に出版部門では、JIS ハンドブックのパ

ンフレット作成や、「標準化と品質管理」の綴じ込み広告作成

など、主力商品の宣伝用素材の作成に寄与している。 

パンフレット作成を迅速かつ正確に、納期厳守で対応してもら

うことにより、主力商品の時宜を得た普及・宣伝活動を行うこ

とができ、当協会の安定した収入確保の面においても貢献度が

非常に高い。また 2016 年度版までの図書目録作成も担ってお

り、当協会の書籍を広く普及することにも貢献した。 

さらに、研修部門においても、永年に亘り、主要セミナー（JIS

品質管理責任者セミナー、品質管理セミナー、信頼性セミナー、

ISO 9000セミナーなど）のパンフレットに加え、参加証明書や

修了証書などの作成にも携わるなど、当協会開催のセミナーの

普及・宣伝活動のみならず、運営にも貢献した。 

一般財団法人 食品産業センター 2014年2月に一般財団法人食品産業センター日本食品安全マ

ネジメントシステム評価登録機関（JFARB）から JRCA に FSMS

審査員評価登録業務を移管することを合意した後、2015年 4月

1 日付の業務移管までの間、登録審査員に対する丁寧な説明、

運営・スキーム・判定・評価の各委員に対する就任要請、各委

員会運営要領の JRCA に対する指導などの強力なサポートを行

い、期日通り業務移管を実現した。また、業務移管後も、JRCA

の委員会活動への参加や、講演会の講師の推薦、研修コース承

認審査への協力、食品安全に関わる情報提供等、JRCAの業務を

積極的に支援し、FSMS審査員評価登録制度の円滑な運営、FSMS

審査員数の増加（業務移管後の増加率約 20%）に大きく貢献し

ている。 

一般社団法人 日本計量機器工業連合会 一般社団法人日本計量機器工業連合会は、ISO/TC 28（石油

製品・潤滑油）、TC 30（管路における流量測定）の SC 分科会

の国内審議団体、及び OIML（国際法定計量機関）等の国際規格

に対応した JIS原案を年間 3規格以上作成している。 

また、計量関連の規格作りにおいて、当協会が国から委託を

受けて開発した JISの一端を同会が引き受けている。例えば、

水素ステーション関係において、その JIS原案作成分科会「水

素燃料計量システム―自動車充塡用」である。同様に、計量制

度見直しに伴う計量法特定計量器技術基準の JIS化についても

引き受けており、最近では、自動はかり 4機種が特定計量器に

追加されたことに伴う JIS化へも取り組んでいる。 
 


