
一般財団法人 日本規格協会 

マネジメントシステム審査員評価登録センター 

 

「エキスパート（Ｅｘｐｅｒｔ）審査員」資格と申請手続き等について 

 

１．「エキスパート（Ｅｘｐｅｒｔ）審査員」資格区分新設の背景（ニーズと期待効果） 

ＩＳＯ審査登録制度が日本に導入されてから、２０年が過ぎました。その間に、審

査員に対する教育研修や個々の審査員への直接指導、さらに格上げ時などの力量検証

に求められるスキルは徐々に高まってきております。即ち、次代を担う審査員の育成

や評価をより高い水準で行なうことが可能な“指導者、検証者としての力量”が求め

られています。 
     現在は、このような指導や評価を担当する審査員を、各マネジメントシステム（Ｍ

Ｓ）認証機関等が独自に選出するなどして対応をしていますが、ＪＲＣＡが第三者的

な立場で、その経験・力量を検証し公に認証することによって、指導や検証ができる

人材の識別と力量の実証、さらに力量レベルの維持・向上が可能となります。 
また、審査登録制度とともに長年、主任審査員として活躍した後、審査業務からは

離れることになった方々の中には、JRCA 登録資格はそのまま保持したいという方が多

数おられます。このような方々は、「審査員補」に資格変更して登録を維持して頂いて

いるのが現状です。 
これらの方々につきましても、現役審査員の相談役、組織対応のコンサルタント、

ＩＳＯ関連の研修講師などを続けているケースも多くあります。長年の審査経験があ

る審査員は、定期的に知識のアップデートをして頂くことで（必ずしも審査を継続で

きなくても）指導者、検証者として、その知識や経験を活かしていくことが可能です。 
ＪＲＣＡは、「エキスパート審査員」の認証をはじめることで、次代の審査登録制度

を支える若手・中堅審査員の積極的な指導・育成の枠組みを提供し、ＪＲＣＡ登録審

査員全体の力量の向上を支援していきます。 
 

    （エキスパート審査員の定義） 
      豊富な審査経験を有し、審査の熟達者として、後進の指導・育成や審査員の力量の 

評価・検証を専門に行うことができる者。 

 
    （導入の目的） 

① 豊富な審査経験を有し、後進の育成を担う指導者としての資格区分の創設 
② 個々の審査員の指導育成に加え、力量の検証要員として豊富な実績を有する層を

識別 
③ 教育訓練、研修プログラムの開発、実施の実績を有する者の識別 
④ 蓄積された審査技術及び MS 認証制度に関する知見の活用（審査技術の伝承） 
⑤ 審査員のライフサイクル（多くの審査員が 10～15 年で業務終了）への対応 

 
    （エキスパート審査員資格区分のイメージ） 

 
 
 
 
 
 

 

 

           審査員補 

 

審査員

主任審査員 

 

ｴｷｽﾊﾟｰﾄ（Expert）



２．資格要件 

① 前提条件 

該当するマネジメントシステムの主任審査員として、当センターに登録された後、

資格更新を行なった実績が２回以上（主任審査員として登録した実績が６年以上）

あること。 
 

② 必要な審査実績 

該当するマネジメントシステム主任審査員として当センターに登録されている間に、

審査チームリーダーとしての“有効な審査実績”が、合計１００回以上あること。

また、該当するＭＳ認証機関等の責任者からの証明を受けること。 

 

③ 必要な指導・教育研修実績 

格上げのためのＯＪＴ指導実績又は教育研修実績が、合計１０回以上あること。 

【有効な指導・教育研修実績】 

以下の要件を満たすものを“有効な指導・教育研修実績”として取り扱う。 

ａ．該当するマネジメントシステム審査におけるＯＪＴ指導の実績。 

ただし、上記審査が“有効な審査実績”の要件を満たす審査であること。また、

ＭＳ認証機関等の責任者の証明があるもの。 

ｂ．該当するマネジメントシステムにおける１回５時間相当以上の教育研修等の実 

績。 

ただし、教育研修等の主催責任者からの証明があるもの。 

 

④ 指導者能力の確認 

該当するＭＳ認証機関等の責任者、及び他の１名（ＪＲＣＡ登録主任審査員）から、

エキスパート（Ｅｘｐｅｒｔ）審査員資格登録のための推薦があること。 

 

⑤ 資格の維持・更新 

CPD5 時間/年（但し、主任審査員資格と両方セットで保有する場合は、主任審査員

に該当する維持・更新要件を満たせばよい） 
 

⑥ 審査員倫理綱領の遵守  

当センターが定める「審査員倫理綱領」を遵守すること。 
 

⑦ 評価申請料・年間登録料の支払い 

申請及び登録に必要な費用を当センターに支払うこと。 

申請料：5,000 円+消費税 
年間登録料：10,000 円+消費税（但し、審査員資格と両方セットで保有する場合は、 
           審査員資格に該当する維持更新登録料を支払うことで免除される） 

 
⑧ 補足（留意事項） 

ベテラン審査員の中には、指導的立場に専念し、アドバイザーを中心に活動を展

開するなどして、自身が直接審査を行なう機会を持たなくなるケースが想定され

る。そのようなケースでは、（審査員資格を維持せず）エキスパート審査員資格を

単独で保有することができる。 

エキスパート審査員資格だけを保有する場合は、ＣＰＤ５時間／年が資格維持・

更新の要件となる（審査実績は不要）。 

 

 



３.申請手続き 

エキスパート審査員（Ｅｘｐｅｒｔ審査員）への新規登録を申請する方は、以下に従

って申請書類の提出をお願いいたします。 

なお、この「エキスパート審査員への新規登録」申請では、エキスパート審査員への

登録可否の評価のみ行います。現在保有されている審査員資格の維持又は更新のためには、

別途、申請が必要ですのでご注意ください。 

 

（提出資料） 

提出書類 様式 No 

a)登録申請書（誓約含む） 様式１  

 

本文末尾参照 

b)有効な審査実績の一覧 様式２ 

c)指導・教育実績の一覧 様式３ 

d)審査員指導能力に関わる推薦書 様式４ 

e)払い込み記録 様式５ 

 

① 登録申請書 

「マネジメントシステム審査員登録申請書」（様式１）は、すべての申請に必要な

共通の様式です。“誓約書”を兼ねていますので、申請者記名欄には、署名又は記

名押印をお願いいたします。 

 

② 有効な審査実績の一覧 

要件を満たす有効な審査実績の一覧を様式２に記入し、MS認証機関又は審査実施機

関・組織の責任者から証明を受けて、提出してください。記録作成方法は、様式２

を参照してください。 

 

③ 審査員の指導・教育実績の一覧 

要件を満たす審査員の指導又は教育研修実績の一覧を様式３に記入し、MS認証機関

又は審査実施機関・組織の責任者から証明を受けて、提出してください。記録作成

方法は、様式３を参照してください。 

 

④ 審査員指導能力に関わる推薦書： 

       MS 認証機関又は審査実施機関・組織の責任者、及び他の１名（JRCA 登録主任審

査員）の異なる２名から、「エキスパート審査員の指導能力に関わる推薦書」（様

式４）を使用して、指導能力に関わる推薦を受けてください。 

（但し、既に契約審査員として在籍していない等、申請者の力量とは直接関わらな

い理由によりＭＳ認証機関責任者からの推薦が得られない場合は、他者の指導やコ

ーチングに関する書籍や該当する研修参加に基づくレポートの提出に代えることが

できます。） 

 

 

⑤ 払い込み記録貼付「振込み連絡票」（様式５）： 

申請料：5,000 円+消費税と年間登録料：10,000 円+消費税の合計額 15,000 円+消
費税の払い込み記録の写しを貼付した「振込み連絡票」を提出してください。 
（但し、審査員資格と両方セットで保有する場合は、エキスパート審査員の年間登

録料が免除されるので 5,000 円+消費税のみで可） 
万一、登録が認められなかった場合でも、お支払いいただいた申請料は返金されま 

せん。（登録料は返金します。） 

 



 

４.申請料、登録料の支払い及び申請書類の送付先 

当センターへの審査員登録のための申請料・年間登録料の支払いは、すべて指定銀行口座

への振込みにてお願いいたします。 

 

① 申請料、年間登録料の振込み先 

項 目 銀行口座 

銀行名 三菱東京ＵＦＪ銀行 

支店名 青山通支店 

預金種別 普通預金 

口座番号 １８００００８ 

口座名義 
(財)日本規格協会 審査員登録センター口 

ザイ）ニホンキカクキョウカイ シンサイントウロクセンターグチ 

注）振込み手数料は、申請者のご負担でお願いいたします。 

 

② 申請書類の送付、お問合わせ先 

〒108-0073 東京都港区三田三丁目13番12号 三田ＭＴビル 11F 

一般財団法人日本規格協会 マネジメントシステム審査員評価登録センター（JRCA） 

   TEL：03-4231-8590  FAX：03-4231-8685  e-mail：jrca@jsa.or.jp 

 
５.手続き後の留意事項 

① 審議のために追加資料の提出を求める場合があります。 

② 申請後、登録完了までに通常で１ヶ月ほどを要します。 

③ 結果は、封書で通知します。 

④ 登録の際には、登録証及び登録カード（携行用）をお送りします。 

以上 

 

（次ページ以降に申請書類の様式を添付します。プリントしてご利用ください。） 
 
 
 
 
 



JRCA 様式 1 
 

一般財団法人 日本規格協会  

マネジメントシステム審査員評価登録センター(JRCA)御中 

２０  年  月  日 

 

マネジメントシステム審査員登録申請書 

 
私は、下段枠内の内容を誓約し、以下の申請をします。 

 

＊該当項目の□にチェックしてください。 

申請マネジメントシステム：□ＱＭＳ  □ＩＳＭＳ 

申請資格 ：□審査員補  □審査員  □主任審査員  □ｴｷｽﾊﾟｰﾄ審査員 

申請の種類：□新規  □資格拡大(JRCA資格：□QMS・□ISMS)  □維持  □更新  

□格上げ  □ｴｷｽﾊﾟｰﾄ新規登録 

□ISO/IEC27001 移行 [□登録証希望 □登録ｶｰﾄﾞ希望]  

注）維持/更新(格上げ前の資格)と格上げを同時に申請する場合は両方にチェックしてください。 

＊現在のご登録状況を記入してください。「有効期限」は登録カードに記載されています。新規／資格拡大の場合は不要です。 

現在の資格：        登録番号：         有効期限：   年  月  日 

＊ご申請者情報を記入してください。 

申請者：氏  名：                 （署名又は記名押印） 

フリガナ：              

ローマ字：                      

生年月日（西暦）：      年   月   日   

e-メール：                      
 

＊現在のご登録情報に変更がある場合は記入してください。登録情報は、当センターHPの「審査員のためのページ」にて確認できます。 

□現在の登録情報に変更ありません。 
□以下の記載事項を修正してください。 

   自 宅：住 所：〒        

                                             

電話：                FAX：                 

勤務先：組織名：                   所属：              

所在地：〒        

                                        

電話：                FAX：                 

所属する認証機関：                                 

連 絡 先 ：□自宅   ←又は→ □勤務先 

案内送付方法：□e-メール ←又は→ □郵送 

注）e-メールをご指定の場合、維持/更新案内はe-メール、それ以外の文書（判定結果通知、登録証明書等)は郵送で送付します。 

ＪＲＣＡ-ＨＰでの情報公開：□公開 ←又は→ □限定公開 
注）当センターＨＰにて審査員検索をした場合、「公開」では、氏名、登録番号、資格種類が表示されます。「限定公開」の場合は、登

録番号を入力すると資格種類のみ表示され、氏名は表示されません。 

 
 
誓約内容：私は「品質/情報セキュリティマネジメントシステム審査員の資格基準」(JRCA AQI120) 

に定める「審査員倫理綱領」を遵守することを誓います。 
 



JRCA 様式２ 

有効な審査実績の一覧 

氏 名：              登録番号：               

MS種類：□QMS  □ISMS     審査員資格：□審査員  □主任審査員 

ＭＳ認証機関／審査実施機関･組織の証明欄 

申請者が、下記のとおりの審査実績を有することを証明します。注1) 

 

ＭＳ認証機関（審査実施機関･組織）名称：＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿  ＿＿ 

 

職位：＿＿＿＿＿＿   ＿ 氏名：＿                  （署名又は記名押印） 

No 

注2) 

審査開始日 

～終了日 

審査種別 

注3) 

審査チーム構成 注4) 審査先 

組織名称 役割 

注5) 
氏名 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

注1)MS認証機関／審査実施機関･組織名を記入し、責任者から実績についての証明をもらって下さい。 

注2)審査実績は上段から時系列に記入し、最下段に最新の実績を記入下さい。 

注3)認証審査の場合は、「第1段階／第2段階初回認証審査」、「サーベイランス審査」、「再認証審査」等の種別を記入、その他

は、「二者監査」、「内部監査」の種別を記入下さい。 

注4)申請者がリーダーの場合は、本人氏名を記入下さい。メンバーの場合は、本人氏名とリーダーの氏名を記入下さい。 

注5)役割欄には、リーダーは「Ｌ」、メンバーは「Ｍ」、（オブザーバは「Ｏ」）と記入下さい。 



JRCA 様式 3 

審査員の指導･教育実績の一覧 

氏 名：              登録番号：                

MS種類：□QMS  □ISMS     審査員資格：□主任審査員  □その他（        ） 

ＭＳ認証機関／審査実施機関･組織の証明欄 

申請者が、下記のとおりの審査員の指導、教育研修実績を有することを証明します。注1) 

 

ＭＳ認証機関／教育研修実施機関（主催者）の名称：＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿    ＿＿＿  ＿＿ 

 

職位：＿＿＿＿＿＿   ＿ 氏名：＿                  （署名又は記名押印） 

No 

注2) 

開始日 

～終了日 

種別 

注3) 

審査先組織名称／ 

教育研修会等の名称（教育ﾃｰﾏ･内容）注4) 

指導･教育

に要した

時間 

指導・教育研修

の対象者 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

注1)MS認証機関／教育研修実施機関(主催者)の名称を記入し、責任者から実績についての証明をもらって下さい。 

注2)指導・教育研修実績は上段から時系列に記入し、最下段に最新の実績を記入下さい。 

注3)審査員の個別現地指導の場合は「ＯＪＴ」、教育研修会等の指導者/講師の場合は「Ｔ」、その他の場合は具体的に記入して

下さい。 

注4)審査員現地指導の場合は審査先組織名、教育研修会等の場合は、教育テーマ・内容を記入して下さい。



JRCA 様式 4 

一般財団法人  日本規格協会 

マネジメントシステム審査員評価登録センター(JRCA)御中 

 

エキスパート審査員の指導能力に関わる推薦書 

 

 

  下記の申請者をマネジメントシステム審査員の指導者として推薦します。 

 

【対象となる審査員】（申請者） 

 

氏名   ：                            

 

登録番号 ：                           

 

【推薦内容】 

 

    □ ＱＭＳエキスパート審査員としての指導能力 

 

□ ＩＳＭＳエキスパート審査員としての指導能力 

 

【推薦者】 

 

氏名：                                    （署名でない場合押印）  

 

＊以下、該当する(1)､(2)のいずれかをご記入下さい。 

 

(1) MS認証機関又は審査実施機関･組織の責任者 

 

MS認証機関等の名称：                                

 

    所属・役職    ：                                

 

  (2) JRCA登録主任審査員 

 

審査員資格：                                

 

登録番号 ：                               

 

 

 

記入日：      年    月    日  

 



JRCA 様式 5 

 
年  月  日 

振込み連絡票 

 

１．振込み記録貼付欄 

金融機関発行の振込み記録写しがある場合は、「1.振込み記録貼付欄」に貼付して下さい。 

ネットバンキング画面コピー、あるいは法人振込み状況写しは点線枠内に貼るか、もしくは添

付して下さい。 
 
２．振込み情報記入欄 

振込み記録の貼付／添付ができない場合は、「2.振込み情報記入欄」に記入して下さい。 

 

 

 

申請料／登録料として、         円を以下のとおり振込みましたので連絡します。 
 

氏  名  

登録番号 ＊初回申請時は記入不要  

 
 

１．振込み記録貼付欄 

の り し ろ 
振込み記録（コピー可）を貼付けてください。 
振込み口座は以下のとおりです。 

  振り込み口座 

銀行名 三菱東京ＵＦＪ銀行 

支店名 青山通支店 

預金種別 普通預金 

口座番号 １８００００８ 

口座名義 
（財）日本規格協会 審査員登録センター口

ｻﾞｲ)ﾆﾎﾝｷｶｸｷｮｳｶｲ ｼﾝｻｲﾝﾄｳﾛｸｾﾝﾀｰｸﾞﾁ 

 
 
 
２．振込み情報記入欄（金融機関発行の振込み記録を貼付した場合は記入不要） 
振込み人名義： 

金融機関名 ：             支店名： 

振込み依頼日：    年  月  日 振込み指定日：     年  月  日 

振込み金額 ：            円 

 

 


