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日本規格協会グループ 代表
一般財団法人 日本規格協会 理事長

揖斐 敏夫
Toshio Ibi

日本規格協会グループは2020年12月6日に創立

75周年を迎えました。これもひとえに関係者の皆様

方のご理解とご協力の賜物と深く感謝申し上げます。

当グループは1945年の設立以来、規格と管理技

術に関する開発、普及・啓発を進めることにより、社

会経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与する

ことを目的として、様々な活動を行ってまいりました。

2019年4月には、前年度の産業標準化法の改正

を踏まえ、国の標準化活動の支援に一層尽力す

るとともに、多様化する標準化のニーズへのスピー

ディーな対応とグローバル化を推進するため、組織

体制の抜本的な改革を行いました。規格の開発と

普及を担う「一般財団法人日本規格協会（JSA）」、

標準化に関するトータルソリューションを提供する

事業と組織認証を担う「日本規格協会ソリューショ

ンズ株 式 会 社（JSA-SOL）」、要員認 証 組 織とし

て新設された「一般財団法人日本要員認証協会

（JRCA）」の三 組 織 から成る「日本 規 格 協 会グ

ループ」の発足です。

近年、AIやビッグデータなどICTの急速な発展に

より社会経済は大きな転換を迫られていましたが、

2019年に突如現れた新型コロナウイルスによって、

世界中の人々の生活や様々な仕組みは一変しまし

た。当グループの活動においても、その影響は甚大

です。しかし、私たちはこれを次の時代に向けた変

革の好機と捉え、種々の新たな活動を着実に推進し

てまいります。変化する社会のニーズを的確にとらえ、

標準化の相談から規格の作成、組織及び要員の認

証を含む規格の活用支援に至るまで、ステークホル

ダーの皆様のニーズにお応えするトータルソリュー

ションを一層きめ細かく提供していく所存です。引き

続きご指導ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

　

本誌発刊の機に、1946年12月に創刊された「規格

と標準」の今日までの歩みをたどってみました。団体

機関誌としては異例の74年にわたる足跡は、まさに

我が国産業の興隆の歴史であり、また産業界の皆

様と共に歩んだ当会の歩みです。ご高覧いただけれ

ば幸甚に存じます。

挨　拶

日本規格協会グループ 
創立75周年を迎えて
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この度、日本規格協会グループが創立75周年を迎

え、記念誌を発行されますことを心よりお祝い申し上

げます。

貴協会は昭和20年の創立以来、長きにわたり、規

格作成や普及啓発、適合性評価活動や品質管理

活動などの多岐にわたる活動の中心的な機関として、

国のみならず、産業界や学会など様々な関係者と協

調し、我が国の産業標準化の推進に大きく貢献され

てきました。

特に日本産業標準調査会（JISC）の活動において

は、JISの制定・改正における原案や国際規格案の

主体的作成だけでなく、産業界、学会などの標準化

活動を横断的に支援する規格開発に関わる調査や

公募事業、各種研修事業を通じた規格開発エキス

パートの養成や小学生から高等専門学校生を対象

に多様な教材を用いた「標準化教室」出前授業と

いった次世代まで見据えた標準化人材育成など、関

係者の中心となり標準化活動を牽引してこられまし

た。加えて、英国、ドイツをはじめとする各国標準化機

関との協力協定を締結するなど、国際的な連携を通

じた知見の共有などの取組も進めて頂いています。

また、国際標準では、長きにわたりISOの理事等

の役職者を多数輩出するとともに、品質マネジメント

システムであるISO9000シリーズが代表的なISO/

TC176（品質管理及び品質保証）をはじめとした

ISOやIECの横断的な分野を中心に、我が国の国内

審議団体を多数引き受け、更には国際的に活躍され

る国際幹事も多く務められ、各種国際会議の日本開

催等も支援するなど、我が国の国際標準化活動に

積極的に携わられてこられました。

これからの時代は、デジタル技術の急速な発展や、

新型コロナウイルスの影響等により、社会活動に大き

な変化が求められております。高い価値創造を支え

る標準化活動も更なる迅速化と変革が求められ、よ

り広い範囲の産業界の積極的な活動や横断的活

動が重要性を増すことは疑う余地のないところです。

貴協会におかれましては、既存の枠に捉われず、これ

まで以上に今後の社会に必要とされる標準化活動

に取り組んでいただくことをご期待申し上げます。

最後に、75周年の節目にあたり、JISC及び産業界、

学会への更なるご協力とご支援をお願い申し上げま

すとともに、貴協会、役職員や会員の皆様の益々の

ご発展を心から祈念いたしまして、祝辞とさせていた

だきます。

日本産業標準調査会 会長

遠藤 信博

祝　辞

Nobuhiro Endo
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日本規格協会グループ創立75周年おめでとうご

ざいます。

貴協会は、昭和20年の創立以来、現在に至るまで、

工業会、学会等の中核機関として規格の策定・普及

やISO/IECの国際標準化活動、品質管理など、各種

事業を通じ、生産能率・利便性の向上、貿易円滑化

など我が国産業や生活の発展に多大なる貢献をさ

れてこられました。これまでの役職員、会員、関係

各位のご尽力に深い敬意を表します。

工業標準化法は、グローバル化や第四次産業革

命の進展などの標準を取り巻く環境変化を踏まえ、

JISを民間主導で迅速に制定できる認定産業標準

作成機関制度の導入や、JISの対象にサービス分野

を追加するなど、抜本的に改正し、「産業標準化法」

として令和元年7月に施行されました。

貴協会は、同年9月に第一号の認定産業標準作成

機関となり、令和2年9月には13件のJISが制定・改

正公示されるなど迅速化の取り組みを着実に進

展し、また、「新市場創造型標準化制度」における

各種の取り組みや国立研究開発法人産業技術総合

研究所との包括協定、各国標準化機関との協力協

定の締結など多方面にわたって標準化戦略の推進

役を担っていただいており、改めて謝意を表しま

す。

今後も、「2050年カーボンニュートラル」の実現

に向けた取り組みや新型コロナウイルスによる経

済・社会活動の変化に対応し、社会システムやオン

ライン、デジタル技術などの様々な分野、業種横断

的な分野で戦略的に標準化を推進する必要があり、

貴協会の役割はますます大きく、これまでのノウ

ハウや知見に基づき、時代や社会のニーズに的確

に応えられることを期待しています。

最後に、貴協会の創立75周年を心よりお祝い申

し上げるとともに、今後とも、標準化活動の第一線

に立って産業や国民生活の発展により一層の貢献

を期待し、貴協会及び関係の皆様のますますの発

展とご活躍を祈念しまして、お祝いの言葉とさせ

て頂きます。

経済産業省 産業技術環境局長

山下 隆一

祝　辞

Ryuichi Yamashita
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『標準化と品質管理』誌に見る
我が国の産業の変遷

戦後７５年を迎えた２０２０年は、日本経済そして産業界に
とって未曽有の危機にさらされた年だった。激化する米中
貿易摩擦に翻弄され、新型コロナウイルス感染症の世界的
な流行で需要が蒸発してしまった。諸外国から“奇跡”と呼
ばれた戦後復興から、世界第２位の経済大国へ登りつめ、そ
の後の“失われた３０年”からの出口が見つからない日本。

世界は分断の時代に突入し、グローバリゼーションの恩
恵を享受してきた産業界は大きな転機に直面する。一方で、
ＡＩ（人工知能）やＩｏＴ（モノのインターネット）、自動運転、ロ
ボットなどの技術開発競争は国家・企業間で激しさを増す。
同様に国際標準化の舞台でも激しい競争が行われている
実態があるが、今こそ、産業界とともに歩んできた標準化活
動が誇る国際協調の思想があらためて重要になるはずだ。

１９４６（昭２１）年８月創刊の月刊誌『標準化と品質管理』
（創刊時の誌名は『規格ト標準』）は、産業界の動向を映す
鏡として、主要業界や企業の苦楽をそばで見続けてきた。日

本規格協会の当時の和田小六会長（東京工業大学長）は創
刊の辞に「『規格ト標準』の民主化、それは使ふための規格
や標準を作ることであります。それが平和日本の再建に絶
大の貢献をするものであることを私は固く信じて疑ひませ
ん。終りに、この雑誌『規格ト標準』も、それを出すのが目的
ではありませんで、利用していたゞ くことが目的であります

（１９４６年８月創刊号：p.1）」と寄せた。
規格の利用者つまり企業の実情を把握し、意見を広く聴

取して規格をまとめる。その「民主化」されたプロセスを経
た規格こそが産業界の役に立てるとの強い決意が込めら
れている。創刊以来の『標準化と品質管理』を紐解きながら、
日本経済を側面から支援してきた標準化などの立場で“産
業７５年史”を振り返る。
※以下の引用文は過去号のまま抜粋。ただし、旧字体は新字体に改めた。

ＳＱ誌編集委員会

年史

特 集

戦後復興と標準化

１９４５年からの戦後復興期は国民生活に不可欠な生活必需

品の増産・供給が日本全体の最重要課題だった。１９４６年２号

には、当時の生活環境を読み取れる記事が載っている。「新し

い商品標準」というタイトルで、卓上扇風機、石鹸、歯磨き、化

粧品、靴クリームを紹介している。なかでも石鹸と化粧品の記

述が興味深い。

何よりも、原油、油脂の不足が、大きな制約ともなつてい

るのである。その実情と一般消費者へ出来るだけ多く配給

する為、洗浴兼用石鹸と粉末石鹸の２種類の標準を定めた。

洗浴兼用石鹸に就いて説明すると、これには枠練りと機械

練りの２種があり、両者共石鹸分は９３％以上と定めてある。

（１９４６年２号：ｐ．２より）

化粧品は美と文化の女王である。生活に結びついて離れ

ない華麗な花園である。その化粧品も戦後は粗悪品が積出

して、一般消費者を悲しませたものである。粗悪品防止の

意味と業界の熱望により、化粧品の標準が制定された。取

上げられた品目は6種で『バニシングクリーム』『コールドク

1946-1950

散乱材料を集めて建てたバラック（1946-47年）　写真提供：朝日新聞社（以下同）
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リーム』『植物性香油』『洋髪香油』『ポマード』及び『シャン

プー』である。（同：ｐ．３より）

石鹸や歯磨き、化粧品など、今では規格の存在を意識する

ことすらない商品のラインアップに戦後の厳しい生活を感じ

させる。一方で、粗悪品の排除と市場の健全化は、今も昔も変

わらない標準化のレゾンデートル（存在価値）である。

主要都市を中心に焼け野原となった日本にとって、住宅不

足もまた生活用品と並ぶ深刻な問題だった。

今日のわが国民の住生活の実情をみれば、１家に３、４家

族がメジロ押しに同居していたり、狭いアパートの１室に１

家が縮まっていたり、焼けトタンのごう舎でふるえていたり、

最も極端な例は上野駅の地下道に巣喰っているというよう

なわけで住宅問題は、今日の重要なる社会問題となり、ある

いは政治問題たらざるを得ないのである。そこで今日の住

宅不足解決への方策として実施されているものが坪数制限

による小住宅の許可制、住宅資材確保のための不急建設の

禁止、あるいは規格小住宅の多量建設等々となっているの

である。（１９４７年４号：ｐ．１６より）

１９５０年に朝鮮戦争が勃発し、日本はいわゆる朝鮮特需に

沸いた。在朝鮮・在日アメリカ軍からの物資発注が日本の産

業界を大いに潤した。息を吹き返した日本経済は、世界への

関心を一段と強めていく。

日本のカメラとレンズはついに世界第一流になったと、

旧臘１０日付のニューヨークタイムズは報道した。これは日

本光学工業株式会社の“ニコン”のことで、朝鮮戦線の砂塵

によって駄目になったドイツ製小型カメラの代品を買うた

め、去年の夏、たまたま日本に来朝したアメリカの雑誌の写

真班員が“ニコン”を入手し、好奇心から試験の結果、その

品質がドイツ製の“ライカ”“コンタックス”以上に優秀であ

ることが判明したのである。（１９５１年６号：ｐ．１７０より）

当時の産業界は、“欧米に追いつき追い越せ”を合い言葉に、

１９４５年からの５年間はその後の経済成長を下支えする基

盤づくりが始まった時代であり、日本の“標準化黎明期”とも

言えるだろう。

一方で、復活の兆しが見え始めた１９４９年頃からは貿易振

興による経済の自立が叫ばれだした。象徴的な出来事が通商

産業省の誕生だ。それまでの商工省を改めて、産業の軸足を

国内経済から国際通商へ大転換する方針を打ち出した。

元来本邦の洋食器は戦前は相当の輸出実績をもち,戦後

もまたバイヤーとの間にかなりの引合がある実状で、輸出

工芸雑貨として一方の雄であることは自他ともに認めると

ころである。しかし一般雑貨がそうであったように安価に輸

出せんがために粗悪品が多量に送り出された商品のひと

つでもあった。この過去の苦がい経験にかんがみ、粗悪品

の海外進出を自粛的に阻止しようというのが商品標準のね

らいであったと思う。（１９４９年１号：ｐ．４より）

この頃から輸出品の検査規格や米英など海外の動向に関

する記事が増えてきて、標準化に関わる関係者の意識も“海

外志向”へ傾き始めた時期だった。

技術開発や品質向上に日々邁進していた。貪欲に先進国から

学ぼうとする意欲にあふれ、アメリカやドイツ、イギリスの動

向を紹介する記事が毎号のように掲載された。

また、輸出を拡大していくにあたり避けては通れないのが

ISO（国際標準化機構）やＩＥＣ（国際電気標準会議）の存在だ。

かねてから待望のわが国のＩＳＯへの加入の件が先般正

式に認められ、新しい年を迎えて標準化事業の国際場裏へ

の復帰が実現した事は、日本の工業技術界にとってまこと

に慶賀のいたりに堪えない。（中略）日本は戦災および戦後

の空白時代の遅れがあるとはいえ,その工業力は加入３４

カ国のうちで上位を占めていることは、事実であり、また分

担金の面においてもドイツ・ソ連などについで６番目にある。

（１９５３年１号：ｐ．３より）

本来ＩＳＯには終戦後速刻にも加入すべきであったが、平和

貿易立国の胎動 1951-1955

特集『標準化と品質管理』誌に見る
我が国の産業の変遷 年史
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「もはや戦後ではない」。政府は１９５６年に当時の経済企画

庁が発表した経済白書でそう宣言した。続けて、「回復を通じ

ての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられ

る。そして近代化の進歩も速やかにしてかつ安定的な経済の

成長によって初めて可能となるのである」と記した。

ただ、人も国も上ばかり見ていて足元が疎かになっては文

字通り本末転倒だ。産業界で言えば、景気が上向いて仕事量

が増えると、比例して作業現場での労働災害も増えてしまう

のが世の常だ。

昭和２６年９月制定になり、２９年末改正になった"保安帽"ぐ

らい、ＪＩＳとしての効果を発揮した保安用品を私は知らない。

それというのも"鉱山保安帽"のＪＩＳが制定されるとほとんど

時を同じくして全国の大手筋の炭鉱が争って保安帽を採用

してくれたからである。そして、その効果たるや、実に目覚ま

しいもので、それからわずか３ヶ月の間に、保安帽をかぶっ

ていたおかげで、当然死亡または重傷を推定されるような

頭部の災害が、軽傷または無傷に終わったもの６０件を算し

たのであった。（中略）保安帽のお蔭で生命の助かった人の

数は恐らく３０００名を越すのではないかと私は考えている。

（１９５６年１号：ｐ．３０より）

輸出で稼いだ外貨を国内投資へ振り向けて生産能力を拡

大し、国民も賃金上昇で購買力が増大。“大量生産・大量消費”

会議が遅れたので延び延びになったのは遺憾であった。少

くともその間だけ各国との情報交換が遅れ、日本の標準規

格を世界に説明する機会が遅れたわけである。日本はこの

際、日本の工業標準化事業がどの程度に進歩し、日本が国際

標準化の協力にいかに熱意を有するかを示し,将来はISO

の理事国の一員として協力したい希望を示すべきだと思う。

日本の政治的地位は戦争の結果遺憾ながら低下した。しか

し、文化から見た日本の実力・日本の工業力・経済力は何人

といえども認めざるを得ない。（１９５５年６号：p.２７９より）

国民も産業界も甚大な被害を受けた戦争から１０年が経過

し、日本が自信を取り戻してきた様子が誌面からよく推察で

のうねりを生み出し、日本は高度経済成長期に突入した。

そんな当時、「飲食店・集団給食施設の衛生管理」という一

風変わった記事が掲載された。

手指の不潔さは、いまさらここで申し述べるまでもなく、

ある小学校の生徒の爪のあかを検査したところ、蛔虫卵が

８０％以上検出され、また、ある食堂従業員の掌の細菌数を

調べたところ約９０００万の細菌が付着していた例があるほ

どで、いかに手洗が大切であるかは、おわかりのことと思う。

調理場内には、必ず従業員専用の流水式手洗設備をし、完

全手洗の励行をしなければならない。作業にとりかかる直

前、または作業中手を汚したとき、あるいは用便の後作業場

において再びブラシと石鹸とをもって手洗を行う。そのた

めには手洗に便利な要所に設備し、完全利用をはかること

が大切である。（１９５７年６号：ｐ．４１９より）

急激な経済成長の歪みが社会のさまざまな場所で生じて

おり、現在では当たり前で最低限のルールがまだまだ徹底さ

れていない時代の姿が浮かび上がる。

製造業などの海外進出も当然、悪戦苦闘の日々だった。

日本のトランジスタラジオは独自の輸出品として、今や

輸出産業のホープであることは周知のとおりである。年に

一億ドル近い輸出があって、その６割位はアメリカ向であろ

う。このラジオの品質については厳重な輸出検査が行なわ

きる。これからの国際

協調と国際競争の時

代を予感させた。

戦後の終わり 1956-1960

トランジスタラジオモデル（1954年）
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れているから、苦情はないと聞かされていた。ところが現地

ではクレームも多いし事実故障も多く修理がむずかしいよ

うである。元来日本の通信機メーカは規格制定を喜ばない。

電々公社の高い仕様に苦しんだので、一般品にはその反

動として自由を求めるためかもしれない。それでも部品は

大分規格が揃ってきている。ところが肝心のトランジスタ

には規格がなく、会社名と型番名で買わなければならない。

（１９６０年１０号：ｐ．１３－１４より）　

米国人の日本製品へのイメージを一変させて“Made in 

Japan”の地位を飛躍的に向上させた伝説のトランジスタラ

ジオでさえ順風満帆ではなかったということだ。

東海道新幹線と東京オリンピック。１９６４年を代表する２つ

の出来事はそれぞれ国内に特需を生み出し、日本経済は引き

続き好景気に沸いていた。

各社とも現況は以上のとおりだが狙うのは東京オリン

ピックである。外人客の応対に、語学下手な日本人はとまど

うだろうが、その時には自動販売機はブームを呈すること

になる。それまでに市場を確保しようというのが大手各社

の皮算用のようである。もっともスタートについたばかりな

ので販売体制は整備されておらず、食品、水産会社が自社

の宣伝のため購入するのが殆んどであるが、これからもこ

のような大手需要先への直売形式がつづくものとみられる

が、オリンピックという需要期をひかえ、今後販売機の販売

合戦が盛んになるだろう。（１９６２年３号：ｐ．２６より）　

現在では街の風景の一部でしかない自動販売機が「文明の

象徴」ともてはやされていた往時に驚くばかりだ。

技術革新が進んで新商品が次から次へと市場投入される

大量消費時代だが、消費者を置き去りにしているとの懸念も

強まっていた。現代風に言うと、“商品選択リテラシー”の向上

が社会的課題であった。その流れのなかで「電気洗たく機の

買い方のポイント」を紹介した記事が掲載された。

今でこそ商品選びで世界一厳しい目を持つといわれ、品質

やデザイン、性能などへの要求水準が高い日本人だが、当時は

「消費者教育」でもまだ欧米の後塵を拝していた。

高度経済成長のハイライト

家庭電化ブーム。冷蔵庫、テレビ、洗濯機が三種の神器と呼ばれた。（1956年）

1961-1965

東海道新幹線テープカット（1964年）

書いてあること、ついているものをよく見ましょう
１．銘板〔仕様表示〕を必ず読むこと〔 〕内筆者）。

銘板は洗たく機の身分証明書です。∇〒 マーク（型式承
認）はついているか、モーターの出力はどのくらいかを
確かめます。

２．信用あるメーカのもの。
モーターの良否は見ただけでは判断できません。

３．塗装がなめらかで、傷がないもの。
４．丸形のゴムまたはビニールのコードがしっかりついて

いるもの。
５．どの部分もサビ止めしてあるもの。
６．アースのついているもの。

（１９６２年３号：ｐ．５０より）
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１９６８年に日本は当時の西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世

界２位の経済規模へ登りつめた。高度経済成長期の絶頂であ

り、戦後最長の好景気を記録した。

品質管理は雑誌にとって標準化と並ぶ２本柱の１つだが、こ

の時期に斬新なアプローチがなされた。それは焼きハマグリ

を紹介したもの。主婦から投稿された体験記という形で、ハマ

グリ調理への品質管理手法の応用を試みている。

世界第２位の経済大国へ 1966-1970

のが十分に存在していない。（１９６９年１２号：ｐ．１１より）

一方、標準化でも社会情勢の変化に応じた規格づくりが進

んでいた。

車の数の増加にともない、交通事故も非常にふえてい

ますが、とりわけ、二輪自動車などで疾走中の運転者は四

輪自動車と異なり、全身が常に無防備の状態におかれてお

り、しかも事故の場合などには、転落しやすいために、二輪

自動車の交通事故のときは、運転者は、衝突あるいは接触

によって傷害をうけるばかりでなく、その反動で道路上に

ほうり出され、または他の物にたたきつけられるなどして

二次的な傷害をうけます。（中略）これらの乗車者の頭部を

保護するためには、乗車用安全帽を着用することが最も実

用的効果があると認められています。（中略）安全帽は、こ

のように人命を保護する製品ですので、JISでは、あらゆる

角度から品質性能を規定しています。まず、JISでは、帽体

や防護用パッドの強さによって、1種（一般の二輪、三輪自

動車用）、２種A（競走自転車用）、２種B（競走自動車および

競走モータボート用）、２種C（競走二輪自動車用）の４種類

に分けています。また安全帽の大きさは、標準寸法として、

５６cm、５８cm、６０cmの３種類をきめており、重量は、一般

用で７５０g以下、競走用で１，１００g以下と規定しています。

（１９６８年６号：ｐ．７２－７３より）

経済発展の負の側面として、大都市圏への人口集中が住宅

不足を招いていた。そして、地方過疎化や公害問題も顕在化

しながら、日本は１９７０年代を迎えることになる。

霞ヶ関ビル夜景（1968年）

身近な事例を紹介することで品質管理文化を浸透させた

かったのだろうが、空前の経済成長を謳歌する日本社会の盛

り上がり具合が偲ばれる。

国民生活の豊かさを象徴するように、カラーテレビ、クー

ラー、自動車の“新・三種の神器”、または“３C”という言葉が

流行。好景気の実感が日本全土へ広がっていた。

経済の高度成長にともなって、国民の消費生活はいわゆ

る３Cに代表されるようにいちじるしい向上を示しつつある。

しかし、この消費生活の充実も、こと「住生活」に関しては全

くとり残されているといっても過言ではない。現在、国民は

日常生活に不可欠な「衣、食」についてはもちろん、生活を

補完するテレビ、車等の耐久消費財等については、近代的

な豊富な商品群の中から、あらゆるサービスを受けつつ選

択が可能となっている。しかし住宅に関しては、それが国民

の消費の中で最も大きなウェイトをもつものでありながら、

価格的にも品質的にも国民にとって必ずしも満足しうるも

感 想
１．焼蛤は、５分以下では、生臭く、焼きなおしても、汁が少

くなるため味がおちてしまいます。
２．焼蛤は、５分ないし１５分焼くのが、品質上、経済上からも

よいのですが、そのための条件が、上のグラフから、はっ
きりつかめました（再現性をたしかめてみました）。

３．蛤の重さは、焼蛤の時間に、ほとんど影響がないことが
わかりました（ yi － y⌒ = 誤差Ei との相関をしらべました）。
また、生蛤の重さは、貝殻の影響が大きく中味はほとん
ど変らないこともわかりました（貝殻の寄与率７３％,中
味≒１／４（蛤全体）－１３g）。

４．家庭にとっても、QCは大変役に立つものだと感じました。
物事をよく見て、よく考えて、はっきりしたやり方でやるこ
とは、今後も、少しずつ身につけてゆきたいと思います。
分担して仕事をやること、特性と要因の考え方、実験のや
り方は、新しい勉強でした。（１９６７年６号：ｐ．２８より）
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高度経済成長の歪み 1971-1975

高度成長の陰で公害問題が全国で発生し、深刻な“人災”と

して政府や産業界に早期解決を求める声が日増しに強まって

いた。

３億円事件というのがあった。まだ解決されていない。し

かし、国民だれ一人それによって自分自身が損害を受けた

と思っていない。被害に会った工場は、保険会社から３億円

を受取っているし、保険会社としては、保険金の損失はあっ

たけれど、もともと保険というのは、その損失を加入者全

体で公平に負担する社会主義的な性格を持っている。その

ための保険料が、その後若干上がるとか、加入者への配当

が減るとかがあるかも知れないが、もともと企業はそのよ

うな保険金は品物の価格の中に繰り入れている立て前に

なっている。したがって、結局は国民一人一人が３円ずつ出

して、３億円事件の実演を観賞したかたちになっている。工

場排水などの公害問題も、企業の利益のために不特定多

数の人間に損害を与えるものであることは、上記の３億円

事件に似ている。ただし、３億円事件は不合法であるのに、

公害は多くの場合、合法的であったか、公害をおこす意志

がなかったにもかかわらず知識がなかったために問題をお

こしている。東京都内に１００台の車しかなくて、私たちが

道を歩いても車に会う機会が1か月に1回とか1週に1回程

度なら、そのわずかな車が排気ガスを出したり、歩行者に

危険を感じさせたとしても、私たちは３億円事件が、1回し

かおこらない場合と同様、刑事は別として一人一人の国民

は自分がたいして損害を受けたとは思っていない。それは、

年に数回程度雷がなってもそれほど腹を立てないことに似

ている。しかし、毎日、３分おきに航空機の騒音に悩まされ

たらがまんできないことになる。３億円事件が３分おきにお

こって、一人一人の国民が年に１０万ずつ泥棒に金をとられ

てしまうなら、怒り心頭に発する事情と同じである。製品や

製造を通してその製品の消費者でない不特定多数に損害

を与える問題であるところに公害問題の本質があるので

ある。（１９７１年１２号：ｐ．９－１０より）

欧米を目標に経済成長を追求してきた“成長至上主義”に

立ち止まり、成長の陰の部分に目を向ける時期が来たといえ

る。１９７０年代以降は国や企業、地域住民が公害対策に本腰

を入れたことで全国的に問題は収束していくことになる。

当時は品質管理の視点で公害問題を論評する記事も多

かった。

品質管理の基本は消費者第1主義である。しかし消費者

を考えない企業があったかも知れない。製品について考え

てみるに、品質第1と言いながら、コストダウンばかり考え

ている所がある。最近は政治が品質のことを言い出してき

た。公害もそうである。公害には、製造工程で公害を出すも

の（工場排水など）と、製品が害を及ぼす（欠陥車、排気ガス、

農薬、薬品など）ものとがある。一方、欠陥車問題はどうも

マスコミ公害の感がある。５,０００分の1、20,０００分の１の

確率の欠陥車を新聞ではその車種全部が悪いように書き

立て、確率を考えていないようだ。（中略）データをしっかり

集めて、何が問題かということをもっともっと議論すべきで

ある。ジュランも最近のアメリカは消費者主義者たちに振

り回わされている。今こそ品質管理屋はしっかりしたデー

タを持って分析しなければならないと言っている。１２月の

QCシンポジウムで自動車関係、家電、食品、医薬品、化粧

品関係が四つの分科会に分かれて話合うのであるが、本当

の意味の消費者主義に立って議論する予定である。確率の

限界、科学的なデータで討論し、政治的感情的に議論して

はいけない。（１９７１年４号：ｐ．２－３より）

１９７３年の第１次オイルショックが日本の高度経済成長を終

わらせた。その前後で、公害や産業安全など多くの社会問題

が表面化してその対応を迫られた産業史の曲がり角だ。
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安定成長と将来不安の狭間で 1976-1980

オイルショックを契機に戦後最大の不況に陥り、将来への不

安が増大していた当時の日本。雑誌でも今後の日本経済の行

方に思いを巡らす記事が増えた。世界同時不況であって米欧諸

国と比べれば依然として高成長を維持していたが、高度成長の

興奮が冷めて将来への自問自答の日々を送っていた。

とくに国際競争力のないところはどんどんつぶれていく

と、私自身は考えています。しかも、大体において伸びていっ

ているのは、いわゆる価格外の競争力と言うか、日本のもの

はいいから買ってくれている。たとえば、車にしろテレビにし

ろ、そういうものが伸びていっていることは、ご承知のとおり

です。（中略）ただ、日本の場合は国際化が非常に遅れている

と言っていいと思います。オランダのフィリップスへ行った時、

重役さん、部長さんの大部分は、ブラジルに１１年あるいは

インドに９年いたという連中でした。日本の場合、海外へ行く

とどうも飛ばされたような格好になって、帰ってきた者が副

社長になったりはしないわけです。ご承知のようにブラジル

のフォルクスワーゲンの社長が、ドイツのワーゲンの社長に

なっています。そういう点、どうも日本の場合、そういうセン

スが非常に遅れているというか、このへんが標準化の問題に

も絡んでくるのではないかと思っているわけです。（１９７８年

２号：ｐ．２より）

国際化は戦後一貫した産業界のテーマだが、日米貿易摩擦

やアジアなど新興国の追い上げが一層顕在化してきて、日本の

海外戦略は新たな局面に突入していた。

戦後、われわれは欧米に比べて非常に低生活をしてまいり

ました。賃金も安かった。日本はその安い労働で、安い生活

でどんどん物をつくった。コストは安い。アメリカは労働賃金

が高い。したがってアメリカその他の国へ向かって、日本はど

んどん輸出ができて今日の繁栄をしたのであります。しかし、

いつのまにか日本はアメリカと同じだけの賃金をみんなが

もらう。しかもアメリカと同じだけの賃金をもらいながら、わ

れわれの生活は楽かというと、だんだん楽ではなくなってく

るのではないかと思います。（中略）１９７０年になると、がぜん

世界は変わったのであります。インフレという問題、労働問題、

労働不足という問題、それからくる労賃という問題、そういう

ところへ今度は南北問題に絡みまして石油の問題が起きて

きた。にわかに大変なことになったとお考えかもしれないが、

私は１９８０年を迎えるにあたって、すでに世界は新しい問題

を投げかけられて今日に来ていると思います。国民全体の協

力がなければ、これは絶対に克服できないということを痛感

いたしております。（１９７９年８号：p.３－４、８より）

そんななか、１９７９年にはエズラ・F・ヴォーゲル著『ジャパン・

アズ・ナンバーワン』が出版された。日本の産業界や国民自身も

技術力ではアメリカに追いついたとの自負を膨らませていた時

代。日本国内に蔓延していた不安は不景気によるものばかりで

なく、追いかけるべき目標の喪失と先導者なき新時代の予感が

真の原因だったのかもしれない。

一方、高度成長期からの懸案であった住宅問題を解決するた

め、旺盛な需要に対応できる住宅産業の工業化、つまり標準化

が図られていた。

すなわち、今後の土地、都市、住宅のあり方に即応する産

業体制を形成するため、住宅産業における標準化も、単にコ

ストダウンを図るのみならず、国民生活水準向上に伴い住宅

の質の向上と、省資源・省エネルギー化の推進とともに、外部

都市施設の並行的整備及び住宅の高層化という時代の新し

い要請に対応しなければならない。また住宅躯体と内部設備、

外部設備との関連といった住宅にとって最も重要かつ基本

的な部分のシステム化に対応することが肝要で、そのため従

来進めてきた材料や設備の標準化と併行して、住宅の性能

基準や性能評価方法の標準化、住宅の高層化に効果的に対

応するための構造材料の安全性の標準化などトータルシス

テムとしての性能分野の標準化

を今後推進することが必要であ

る。（１９７６年４号：ｐ．２０より）

日本が絶対の自信を持つ製造業

の技術ノウハウで社会的課題を解

決しようとするアプローチは、現在

のTPP（環太平洋経済連携協定）交

渉合意後の農業対策にも見られる。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の

表紙写真（1979年）
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No.1と貿易摩擦 1981-1985

自動車などの輸出拡大で自信を深めていた日本だったが、

逆に国際収支が悪化して雇用も減少した欧米諸国では産業

界とその支持を受ける政治家から“日本叩き”の声が確実に

広がっていた。

ヨーロッパもアメリカも一致してきて、言うことはまった

く同じです。ただ違うのは、保護貿易にはしたくない。だか

ら、日本は輸出を自主規制してください、自主調整なら自

由主義経済には反しないでしょうというのがヨーロッパの

言い分です。ところが、アメリカは自動車までは自主規制を

して調整してくれと、自由主義の看板を掲げながら言って

きたわけですが、それ以上はアメリカの沽券にかかわるか

ら言わない。その代わり平等にしろと言うわけで、日本の輸

入の制度をアメリカと同じにしなさいというところまで来

ているんです。（１９８２年１号：ｐ．３より）

自動車以外では“産業の米”と呼ばれる半導体でも日米摩

擦が発生した。

３年ほど前に日米半導体問題の会議でアメリカとディス

カッションをしたことがあります。その時にアメリカのある

半導体メーカーの社長がこういうことを言ったんです。皆さ

ん方が、日本製のICは品質がいいというが、そんなことはな

い。それは日本国内で品質を厳重に選択して、日本の国内

のお客さんは品質の悪いのも買わされる。アメリカにだけ

品質のずばりといいものを持ってくるから、品質がよく見え

るんだということです。検査を厳重にやる。それをわれわれ

と同じ値段で売るから、ダンピングしているに違いないとい

う論理です。皆さん方はご専門家の方が多いでしょうから、

言う必要はありませんでしょうが、われわれが日本の品質管

理は違うんだ。自動化して、むしろ品質をつくり込む、それに

よって材料のむだをなくするようにしている。だからコスト

が下がることと、品質、信頼度が上がることが、同時に進む

んだよと言っても、ピンと来ない。日本は検査を厳重にして

持ってくるからなどというのは、自分たちがそれをしている

からなんだという気がします。（１９８２年９号：ｐ．３９より）

上記のように、徹底した品質管理こそが日本を“No.1”たら

しめた理由の一つだろう。

品質管理をやっていいものをつくると、必ずコストは下

がっていくんです。いいものができるほど安くできる。（中

略）つまり、不良品の後始末をするための費用がいらなく

なるということと、もう一つは同じ設備でも余計に生産でき

る、つまり生産性が上がっていく。この二つの理由で、いい

ものができるほどコストは下がっていくんです。日本の自

動車が世界的に評判がいい。その理由は何かというと、自

動車というのはアッセンブリー・ラインをごらんになった方

もおられると思いますが、組み合わせる部品の点数にする

と２万点近くある。たいへんなものです。それを組み合わ

せて最後にエンジン・スイッチを入れると、そのまま走れる

んです。だけど、考えてみるとすごいですよ。２万近い部品

のなかで一つでも不良があったらだめなんですからね。そ

れが1日に何千台という車をつくって不良が出ないんです。

だから、日本の自動車は安くできているんです。（１９８３年９

号：ｐ．１３より）

日本は結局、アメリカなどからの“無理筋”の要求を飲んで

一時的な生産調整・輸出自粛を強いられた。しかし、その打開

策として自動車業界は現地生産へ大胆に舵を切った。現在も

グローバルで高い競争力を維持している日本の自動車産業

の繁栄を決定づけた歴史の転換点だ。まさに“災い転じて福

となす”だった。

横須賀港の自動車専用ふ頭に並べられた輸出用の車（1985年）
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経済安定とおごり 1986-1990

貿易黒字が拡大の一途をたどり、“我が世の春”を謳歌して

いた日本経済。当時の浮かれ具合は今では想像できないほど

だったようだ。

１９８５年の対米貿易収支の黒字は５００億ドルというよう

なオーダーになるわけですけれども、５００億ドルというと

どのくらいになるかというと、例えば台湾のGNPが５００億

ドルから６００億ドルくらいですから、だいたい台湾ひとつ

分、アメリカから稼いだという感じになります。さらに、この

５００億ドルという金額についてですが、アメリカの土地全

部はいったいいくらだろうと思って資料を見てみましたら、

ちょっと数字が古いんですけれども、昭和５５年で５２２兆

円ぐらいです。これを何年で買えるかというので、１９８５年

のドルレートの平均２１０円で計算して、ほぼ５０年でアメリ

カの土地だけなら全部買えるという計算が出てきました。

ちょうどアメリカは州が５０ありますから、１年に１つずつ州

が買える。考えてみると、いまの話はやけに恐ろしい話でし

て、台湾ひとつ分だとか、アメリカの1州分の土地が全部買

えるだけの黒字を稼いじゃったということ自体、相当恐ろし

いことだと思っております。（１９８７年１号：ｐ．１６より）

この頃の誌面では欧米諸国の動向を紹介する記事が減り、

自画自賛や自己分析および反省といった“内向き”の記事が

幅をきかせていた。

日本経済はこの約1世紀少しの間に他の国にみられない

独自な体制を組み上げ、それぞれの時代の画期には、その

環境の変化に対して、適合的な再編成を機敏にかつ巧みに

行って、たえず新しい展開を遂げてきた。今日の日本産業

が直面している画期はしかし、前代未聞のものである。けだ

し、日本経済の完全な国際化の中にあって、かつ、日本経済

の一挙手一頭足が世界の経済に大きく影響するほどの大

きさに到達した段階において、（中略）今後の展開は、他に模

倣すべきお手本をもたず、すべてこれ、あらゆる国々の文化

に万遍なく学びつつ、自らの手と足と頭脳とによってのみ前

進せねばならないのである。（１９８７年６号：ｐ．１５より）

今から３０年くらい前までは、アメリカがくしゃみをすると、

日本が風邪をひくといわれたが、今では日本がくしゃみを

すると風邪どころか肺炎になる国々が世界中に幾つもある。

（１９８９年７号：ｐ．５より）

学ぶ意識の薄れた日本はその後に“失われた２０年”を経験す

ることになる。その大きな原因が慢心にあったのではないだろ

うか。一方、学ぶ側になったアメリカを救う男が登場する。“品質

工学の父”と呼ばれ、「タグチメソッド」で有名な田口玄一氏だ。

ご存じの方も多いと思うが、『標準化と品質管理』では毎

年春頃に、計測関係と今回のタグチメソッドに関係する特

集を行ってきた。いわば、これは日本規格協会によって開発

された商品といってもよい。（中略）１９８０年、当時青山学院

大学教授であった田口博士がベル研究所に行かれ、ベル研

でいちばん困っている研究テーマの検討をしますというこ

とで行ったのが、２５６KのLSI素子の製造工程における窓成

形の問題であった。この成果はタグチメソッドの紹介を兼

ね、次のようなテーマでさっそく紹介された。（中略）さらに

フォード自動車のサプライヤーに対して、次のように５日間

コースのセミナーが（中略）開催され、これがアメリカ全体

に大きな影響を与えた。（１９８６年５号：ｐ．４－６より）

ところで、１９８７年の雑誌に「第３次産業革命」に関する記事

が載っていた。

例えば、デジタル技術によって裏づけされた通信回線開

放によって、今まで通信とは無関係と思われていた企業ま

でもが、なんらかの形で通信事業や情報処理産業に関係し

はじめました。このような技術背景と、世界規模にわたる社

会ニーズの拡大によって、知識産業が支配するようになる

のが第３次産業革命であり、現在そのもっとも渦中にある

というわけです。（１９８７年１号：ｐ．３７より）

２０１５年現在、ドイツのインダストリー４．０やアメリカのイン

ダストリアル・インターネットに代表される第４次産業革命の
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話題で日本の産業界は持ち切りだ。従来１００年周期で起こっ

てきた産業革命が今回３０年足らずで到来した。技術革新の

スピードには驚くしかない。

米国自動車殿堂入りした田口玄一博士（1997年）

“失われた２０年”のはじまり 1991-1995

日本経済は１９９１年を境にバブル景気が崩壊し、長く続くこ

とになる低成長期に突入した。産業界では特に自動車やエレ

クトロニクスといった輸出型産業でさらなる成長を求めて、ア

ジア地域などへの進出を加速していった時代だ。

一方、自動車を取り巻く環境も大きく変化してきた。一つ

は、顧客満足度の向上という新たな概念で企業経営の上で

大きな課題になってきたが、なんといっても品質の向上と

その維持が中心課題であり大きな柱である。また、海外調

達部品の輸入促進に加えて海外生産が活発化してくると、

製品の細分化が進みきめ細かい規格で運用されている日

本とは異なり、必要な材料や厚さの物がうまく調達できな

いことが開発段階で大きな苦労を強いることになる。つま

り、日本における基本設計で現地調達材料や部品を用い異

なる作業環境で生産しても、日本と同じ時期に立ち上がり

同じ品質を確保しなければならないので、材料規格や部品

規格あるいは作業環境というノイズに強いロバストな設計

をすることが必須要件になってきた。そして、これらの課題

はいずれも開発段階で解決すべき課題であり、ばらつきの

問題に帰結されることは容易に理解できることである。この

ような背景から、開発業務を従事する技術者が品質問題に

も積極的に取り組むようになってきたが、品質問題を解決し

ていくには克服しなければならない障害はまだまだ多いの

である。（１９９３年５号：ｐ．２１－２２より）

生産の海外移転が加速したことで従来の日本人同士による

“阿吽の呼吸”でのモノづくりが難しくなっていた。日本企業

がグローバル化へ歩き始めた時期だった。

景気減速への社会不安と旺盛な国際意識がない交ぜと

なった結果、日本は世界における新たな地位を渇望するよう

になる。それは、世界に対する“承認欲求”と“自己顕示欲”を

強めていき、経済以外の分野で評価を求めて海外から尊敬さ

れたいという願いだった。

日本人は最近イギリスなどで割と評価されているのです。

私の教え子で大学で教えている若い先生などが、毎年のよ

うに夏休みにオクスフォードなどの夏期講座に行きます。そ

れができるということはとてつもないことなのですが、ある

ときある女子大学の助教授をやっている女性が、お茶でも

飲んでいる折に、「私たちは西洋人といえばみんな同じに見

えるが、あなたたちから見たら日本人と韓国や中国の人は

同じに見えるでしょうね」と話をしたら、「とんでもない、日本

人はすぐわかる」と言われたそうです。まずおっとりしている

というのが、すぐ目につく特質らしい。（中略）日本人留学生

をイギリス国内のツアーで一般の家庭に宿泊させると、宿

泊させた家のおばさんたちがみんな喜ぶそうです。日本の

女の子たちは私たちの若いころと同じだ、しつけはちゃんと

して、劇場に行くときもちゃんと着替えるとか…。当たり前

のことに感心しているそうです。（１９９２年１号：ｐ．１１より）

これまで欧米に“追いつけ追い越せ”でやってきた産業界だ

が、振り返れば、エレクトロニクスや自動車など主力業種で韓

国の足音が近づいていた。追う側から追われる側へ経済的な

地位は変わりつつあった。
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ミレニアムと閉塞感 1996-2000

バブル崩壊後の日本経済は長く暗いトンネルに入り、リスト

ラや賃金抑制、産業空洞化といったネガティブな言葉が飛び交

い、“明るい未来”を思い描けない空気が社会全体に漂っていた。

日本の製造業が一番直面しているのは、これまで明治維

新以来、戦後高度成長で貯めこんだお金が、いま全部なく

なり、日本は裸になっている。これが製造業の元気のなさと

か迷いに直接響いていると思うのです。（中略）いま製造業

としてやらなければいけないのは、なくなった貯金をもう一

度原点に戻し蓄積する。再出発です。（中略）日本製造業の

復活というのは、新聞記者のために考えていたのではいけ

ないのであって、これから２１世紀に向かって世界の、特に途

上国が日本のどういうところに注目するか。やはり製造業の

リーダーとして尊敬すべきだというまなざしで日本を見つ

めているかどうかが非常に大事だと思います。（１９９６年１号：

ｐ．５、７より）

ミレニアムを目前に新たなイノベーション（技術革新）の糸

口すら掴めずもがき苦しんだ日本経済。しかし、結局は有効な

対策を打てず、１９９０年代後半からアメリカ発のIT革命の大

波が押し寄せて、その後の社会システムや産業構造を一変さ

せられることになる。

加えて、日本の産業界は将来への新たな重責を負うことに

なる。地球環境への負荷軽減だ。雑誌では、先進国の温室効

果ガス削減目標を定める京都議定書が採択された１９９７年末

より１年以上前に「動きだす環境マネジメント」という特集企

画で先取りしていた。

企業における環境マネジメントが注目されている。産業

界のリーディングカンパニーは環境マネジメントに関する

方針・目標などを発表し、国・地方自治体も企業における環

境マネジメントの進展を見守り、必要な支援策を模索しつ

つある。その方向をリードしているのが、環境マネジメント

システムの国際的な標準化と、その適合性評価を第三者に

よる審査によって行い適合サイトの登録を行おうとする審

査登録制度の動きである。今日、すべての企業・組織は、そ

の活動による地球環境への負荷を、提供する製品やサービ

スのいわゆる「ゆりかごから墓場まで」のライフサイクルを

通じて、徹底的に低減することが求められており、それを怠

る企業の製品は購入しないという市民運動が世界的に高

まっている。この地球環境負荷の低減には、環境関連テクノ

ロジーの進歩も期待されるが、企業における環境マネジメ

ントの充実が不可欠である。（１９９６年９号：ｐ．４より）

製造業を中心に企業はコスト、品質とともに「環境負荷」と

いう新しい絶対条件を考慮して事業活動を行わなければなら

ない時代が本格的にやって来たのだ。

地球温暖化防止、京都会議の開幕（1997年）
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アップルコンピュータが発売した「ｉＰｏｄナノ」（2005年）

IT隆盛と“政権交代” 2001-2005

２１世紀は波乱の幕開けとなった。２００１年のアメリカ同時

多発テロ事件をきっかけに世界情勢は緊迫し、日本国内では

小泉内閣が誕生して「聖域なき構造改革」の大ナタを振るう。

一方、産業界でも世紀の変わり目に“主役交代”が起こってい

た。２０世紀の牽引役は間違いなく自動車とエレクトロニクス

産業だったが、今やITにイノベーションと世界市場を先導する

役目を譲った。そして、アメリカが再び世界の中心に返り咲い

た。日本はまた追いかける側に逆戻りしてしまい、加えて製造

コストの安い新興国によって従来の立場すら危うくなっていた。

筆者が経験したこれまでのITネットは、IT時代の前座であ

ろう。たくさんの流行語が現れては消え、昨日大儲けをした

ベンチャーが今日はつぶれる、進歩と変化の激しい情報ネッ

ト時代である。長年先端産業と言われたコンピュータ業界

も、新しい社会のインフラストラクチャの裏方になり、この

インフラ網の上を情報、知識、意思決定、決済などが主役と

して走り回る。IT革命がもたらす最大の変化は「中抜き」で

あり、そのためのマイナス面よりもはるかに大きなプラス

面にチャンスを求める、開拓者の姿勢が大事である。（２００１

年９号：ｐ．４５より）

いま日本の製造業、ものづくり業、ことづくり業といった

産業の中で、絶えず挑戦していく、常に創造活動を続けてい

くことが、日本のこれからの生きていく術だと思います。こ

れはどなたでもお考えになります。既存商品を価格競争力

だけで戦おうとすれば、異種異能の技能や技術を相当持っ

ているところ以外は、やはり人件費の安いところに負けるこ

とになります。そういう現象だけで、拠点を移してしまうな

どということがいろいろとやられています。やるとしたら、新

しいビジネスや新しい商品を絶えずつくり出すことに努力

しなければいけません。それはもう論をまたない。けれど

も、そういうことをやり続けるにあたって、日本人としての

ウィークポイントは、マーケティング力がないということで

す。市場のニーズに合うものを上手につくっていくことがで

きない。（２００３年１号：ｐ．６より）

日本は高度成長期の成功体験を忘れられず、新たな市場の

変化に乗り遅れそうになる。“日本株式会社”は有史以来、未

体験の荒波にさらされていた。特にIT・デジタル革命は競争

環境を根底から覆した。

標準には、いわゆるデジュール・スタンダード（公的標準）と

デファクト・スタンダード（事実上の標準）があるが、本稿では

デファクト・スタンダードの未来、ディジタル時代の規格競争

の特徴について述べる。（中略）ディジタルの特徴を、競争に

かかわるところでまとめると、次のような特徴が挙げられる。
● ０と１だけで様々な情報を伝達
● 複製による劣化がない
● メディアとコンテンツの分離
● 圧縮により伝達効率向上
● モジュール化により量産効果大

特に、最後のモジュール化については、いわゆるメカの時

代、アナログの時代は、VTRという機械を例にとれば、日本

企業が精密技術をベースに発売してから、台湾、韓国のメー

カーが作れるまでには、１０年以上の時間を要した。しかし今

は、DVDプレーヤーが発売された翌々年から台湾で出荷さ

れている。キャッチアップの時間がどんどん短くなり、また

DVDプレーヤーを生産するための機械を日本企業が輸出し

ている。どうも自分で自分の首を絞めている感もあるが、こ

ういったモジュール化がどんどん進んでいる。（２００３年１１

号：p.２０－２１より）

求められる技術も、市場も、そして競争相手も大きく違う新

時代に生き残るため、日本の既存産業はいや応なしに改革を

迫られた。改革を怠ったものはグローバルの競争から退場し

ていくだけだ。まさ

に“聖域なき構造改

革”を断行する覚悟

が政府だけでなく、

業界、企業、個人に

強く求められてい

た。
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証券会社リーマン・ブラザーズ破綻時の日本法人の様子（2008年）

世界同時不況と地震の予知 2006-2010

トーマス・フリードマン著『フラット化する世界』が世界的ベ

ストセラーになり、２００６年に日本語版も出版された。先進国、

新興国の垣根なく世界の経済は一体化していくとの“予言”は

不幸にも、アメリカのサブプライム・ローン問題に端を発して

２００８年９月に起きたリーマン・ショックで的中することになる。

住宅以外の金融市場、例えば自動車販売においても融

資が停止してしまって、自動車の販売が急激に落ち込み、

米国のビッグ・スリーに致命的と思われる打撃を与えたば

かりでなく、２兆円の利益を出していたトヨタ自動車まで

が一転赤字となった。（中略）サブプライム・ローン関連の

金融商品による傷が浅い日本は国際的に有利な位置にあ

るといわれていたが、実際は最も深刻な影響を被り、サブ

プライム・ローンとは直接的には全く関係のない企業が経

営危機に陥り、多くの人たちが職を失った。（２００９年８号：ｐ．

８５より）

日本でも海外市場に依存する主力製造業が軒並み巨額赤

字に転落して、引責辞任などによる社長交代が相次いだ。そ

の後も為替の円高基調や２０１１年の東日本大震災、タイの

大洪水に回復の腰を折られ、日本経済の低迷は長期化して

しまう。

ただ、雑誌では不況の時だからこそ原点回帰や基礎固めを

推奨する記事を積極的に掲載していた。その１つが「品質人

材」の育成だ。当時の編集部は狙いをこう記している。

組織を継続的に成長させるために必要なものとして「人

材育成（教育研修）」が挙げられます。しかし、その重要性は

理解していても、即効性がなく、効果が見えにくいため事

業の中で優先順位が低く位置付けられてしまう場合が多い

のではないでしょうか。実際、２００８年秋に始まった広範囲

かつ大幅な景気の落ち込みによる影響で従業員に対する

教育を見合わせる企業が急増しています。かつて、１９９０年

代の景気停滞の時期にも多くの組織が教育研修を中断し

てしまいましたが、その結果、組織力の低下を招き、今もな

おその影響を引きずっています。（２００９年１１号：ｐ．５より）

２００７年の雑誌に「原子力発電と地震」という記事が残る。

同年の新潟県中越沖地震により発生した東京電力・柏崎刈羽

原子力発電所事故を受けて書かれたものだ。

原子力発電の難しさは，原子力発電が原子力科学だけ

でなく、地震学をはじめ他の学術分野を合わせた総合的

科学技術基盤の上に構築されているところにある。原子

力科学がいかに進歩しても、他の領域の科学の進展が

十分でなければ、発電をトラブルフリーで行うことは難し

い。原子力発電がどの程度安全かについて、全体としての

傾向は世界中で運転されている何百機にものぼる原子

力発電プラントで発生したトラブルの状況によって統計

的に知ることができる。しかし、これは全体のことであっ

て、個別的にはいつ個別的にはいつ何が起こるかはわか

らない。（中略）大切なことは、安全対策というものは、事

前に予知できることに対してしかとれないこと、人間であ

る以上完全に予知することは不可能であること、したがっ

て常に予想外の事故に遭遇する危険があることを自覚し

て、常に不測の事態に対する用心を欠かさないことであ

る。（２００７年１２号：ｐ．１２７より）

２０21年現在の我々がこの記事を読むと、当時と全く異な

る印象を覚える。できることは本当になかったのかと後悔の

念を禁じ得ない。

17



東日本大震災がれき（2011年）

大震災と原発事故 2011-2015

２０１１年３月１１日１４時４６分。日本はあの日あの時間を境に、

従来と違う別の日本に変わった。東日本大震災と東京電力・福

島第一原子力発電所事故は国民の生活だけでなく、それぞれ

の信条や生き方にまで甚大な影響を及ぼした。

我が国で原子力関係者は、事故の発生を防止するという

面から、その手段をいろいろ工夫してきた。しかし、起きて

しまった事後の対応については、あまり真剣に取り上げて

こなかった。これが今回の事故の対応を遅らせてしまった。

（中略）事後対策の技術が脆弱であった理由の一つは、原

子力発電で事後対策について議論をすることは、原子力発

電が「安全でない」ことを示唆してしまう（と考えられている）

ことにつながり、それを恐れて、事後対策に関してことさら

に議論をしない、あるいは安全であることを一方的に断言

して、事後対策に関する議論を封じてしまうという雰囲気が

いつのまにか醸成されてしまったことである。また対策を考

えるべき人たちまでも、その雰囲気のもとに安住してしまっ

たためではないだろうか。（２０１１年１２号：ｐ．１７３より）

標準化の観点では、震災時に環境マネジメントシステム

（EMS）のISO規格がどのように機能したかの検証がなされた。

仙台工場（仙台市）が被災したレンゴーと、大船渡工場（岩手県

大船渡市）が被災した太平洋セメントの事例などを紹介した。

仙台工場は地震などの災害に対する準備として、薬品タ

ンクや重油タンクからの漏洩には、地震検知による自動停

止、防液堤の設置などの拡散防止をし、これについては機能

しました。津波対策として工場等は盛り土で1mかさ上げし

ていますが、今回は1mでは足りず、津波の被害を受けまし

た。ISOの緊急事態の対応に対しては、十分でなかったので

はないかと反省しています。（２０１２年５号：ｐ．１３より）

従業員はISOシステム等を通じて、いろいろな緊急避難訓

練を日常からやっていました。大船渡工場では数十年前にチ

リ沖地震があったこともあり、地震の避難訓練というより津波

避難訓練を想定して毎年実践しておりました。今回もその点

では、全員が連絡を取り合い避難して無事だった。関係会社、

協力会社の皆さんも、設備は完璧にやられましたが、被災して

も運よく負傷者、死亡者は出さないで済んだ。（同：ｐ．１７より）

いまだ道半ばの福島復興、電力料金高騰、消えない風評被

害など多くの問題は今も残っている。あの日あの時間から震

災復興が日本の未来永劫の最優先課題であることを忘れて

はならないだろう。

産業界の目下の関心事はインダストリー４．０などの第４次産

業革命の動向だ。独シーメンスや米GEが自国政府を巻き込

んで推進中だ。世の中のあらゆる機械類をインターネットでつ

なげて情報をやり取りするIoT技術は社会構造を大きく変え

る潜在能力を有する一方で、日本の戦後発展を支えてきた基

幹産業の優位性を消失しかねない“諸刃の剣”でもある。

これらの欧米の製造業界の動きに対して日本産業界の

動きは今一つはっきりしない。インダストリー４．０で直接影

響を受けると思われる産業用ロボット業界などは取組みを

始めているが、インダストリー４．０の影響ははるかに広範囲

に及ぶことが明らかであり、より広範囲の取組みが不可欠

である。標準化を定める場合も日本だけで通用する地域標

準では意味がないことは明らかであり、いかにして世界標

準をつくりあげるか、あるいは利用するかという視点が不

可欠である。標準化の重要な部分がソフトウェアになり、デ

ファクト的標準になりそうな点にも注意を払っておかなくて

はならない。（２０１５年１０号：ｐ．２より）

日本経済、そして産業界は現在大きな岐路に立たされてい

る。再び中長期的な成長軌道に戻れるかの瀬戸際であり、産

学官そして標準化に関わる関係者が問題意識を共有しつつ巨

大なうねりと正面から対峙する覚悟が問われている。

特集『標準化と品質管理』誌に見る
我が国の産業の変遷 年史
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米中覇権争いと新型コロナウイルス 2016-2020

中国が国内総生産（GDP）で日本を抜いて、米国に次ぐ世

界第２位の経済大国になったのはちょうど１０年前の２０１０

年のことだった。名実ともに２大大国体制に移り、中国の存

在感はその後も高まり続けた。１３年に就任した習近平国家

主席が新たな産業政策「中国製造２０２５」を２年後に発表し、

建国１００年を迎える４９年に世界の製造強国の先頭を目指

す野心を隠さずに打ち出した。国際標準化の現場も同様で、

金属材料の機械試験分野の規格づくりを担うISO/TC１６４

の近況を紹介する記事で中国の積極性が読み取れる。

本TCの国際会議に最近参加し、強く感じることの一つ

は、中国の動きが非常に活発になってきている、という点

である。新しい試験方法の提案や、現在使われている規

格の見直しの提案を各国のエキスパートが集まる会議の

場で積極的にプレゼンテーションしている。また、他国か

ら提案された試験方法についても積極的に発言し、しば

しば圧倒される場面もある。中国は近年、ISOに対し、新

しいTCの設立を複数提案しており、自ら幹事国として国

際標準化のリーダーシップを取り始める［例：TC298（レ

アアース）］など、国を挙げて国際標準化に取り組んでお

り、我が国も中国に負けずに取り組んでいく姿勢が必要

である。（２０１６年５号：p.５５より）

追い上げられる立場の米国は国内の対中脅威論が強くな

り、結果として１７年のドナルド・トランプ大統領誕生を後押し

した。ただ、自国第一主義を前面に押し出した政治経験のな

いビジネスマンへの不安は当初から世界中で指摘されてい

た。東京大学名誉教授の久米均氏（肩書きは掲載当時）もい

ち早く誌面で警鐘を鳴らした。

品質管理では事実の把握が重視されるが、Deal（取引）

の世界ではこれとは違った活動が展開される。事実を把

握するのではなく、Dealによって事実を作る、交渉により

できるだけ有利になる事実を‘作る’ことが重要であるか

らである。しかし、これではいいものは作れない。従業員

の教育訓練により、優秀な人材を育て、画期的な新製品

を開発することによって“アメリカ第一”が実現する。トラ

ンプ大統領の政策は、モノづくりの観点からは一周遅れ

であるように思われる。（２０１７年８号：p.５７より）

米中貿易摩擦の背景は、５G（第５世代移動通信システム）

やAI（人工知能）、自動運転、スマートマニュファクチャリン

グなど最先端技術開発を巡る争いだ。自国に有利な規格づ

くりの綱引きは今も昔も変わらない国際標準化の風景だが、

大国同士のせめぎ合いはかつてない規模だ。自動車用の車

載電気電子システムの機能安全規格であるISO ２６２６２改

訂に関する特別企画記事にもその一端が垣間見える。

中国では、車両の電動化や自動運転に関する取組みも

盛んであるが、CATARC（中国自動車技術研究センター）

が中国政府の依頼のもと、ISO 26262を基本とした推奨

国内法規GB/Tを電動ステアリング、電子制御ブレーキ、

電源マネジメントなどのシステムを例に策定中である。

また、米国運輸省（US-DOT）のNHTSA（National 

Highway Traffi  c Safety Administration）は、自動運

転ガイドライン（Ver2.0 まで発行済みで、 近くVer3.0 

が発行の予定）の中でSystem Safetyの順守を要望し、

このISO 26262の順守を参考例として推奨している。

（２０１８年１２号：p.３より）

最先端技術はどれも社会構造を大きく変えうる力があり、

なおかつ軍事転用も十分に可能だ。単なる経済衝突の範疇

を超えた米中対立はすでに後戻りできない泥沼にはまって

いる。

その中国・武漢市を発生源とするとみられる新型コロナ

ウイルスが今も世界中で猛威を振るう。０２－０３年のＳＡＲＳ

（重症急性呼吸器症候群）と比較してみると、同じ中国起源

ながら今回の新型コロナウイルスが世界経済に急ブレーキ

をかけて需要を蒸発させてしまった原因はグローバリゼー

ションの功罪と言えるだろう。元ＩＳＯ会長の田中正躬氏はグ

ローバリゼーションが世界に与えた影響を以下に考察した。

年史
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フラット化したグローバルな社会は、情報のネットワー

クを見れば明らかなように、国家を超えて人とモノやサー

ビスが自由に移動する世界（transnational）である。70 

年前にできた、それぞれの国を基に、世界の経済社会の

秩序を管理していくには限界があり、現実的には、国や関

係する規格機関が、共通の規範のもとに、相互に協力し意

思決定をすることで全体の秩序の維持を図ることが肝要

である。（２０１７年５号：p.２５より）

世界がこれまで経験したことのない危機をいかに乗り切

ればいいかは全人類共通の課題となる。安全工学の権威で

ある明治大学顧問、名誉教授の向殿政男氏（肩書きは掲載

当時）はエッセイ「正当に安心する」において寺田寅彦の有

名な言葉を引きながら考えを巡らせた。

さて、「正しく恐がる」に学んで、「正しく安心する」とい

うことを考えてみたい。「恐がる」と「安心する」との関係

は、よくわからないが、モノづくりにおける「安心」は、「安

全」と切り離すことができないのは明らかである。消費者

に安心して製品を使用し食品を食べてもらうには、まず、

製品や食品自体が安全であることが大前提のはずである。

（中略）安全を実現している国、企業等の組織を、時には

担当者である人間を信頼して、安心して製品を使用し、食

品を食べているのである。この意味からは、安全と安心を

つなぐのは信頼であるというのが筆者の長い間の主張で

ある。（２０２０年６号：p.５０－５１より）

安心をもたらす相互信頼は、感染症のパンデミック（世界

的大流行）だけでなく、国家間や企業間にも通用するはずだ。

次の１０年、２０年は米中をはじめとして新たな信頼関係の構

築が必要な時代となる。

標準化は世界各国の相互理解を深め、意思疎通を容易に

する効果がある。こんな不穏な時代だからこそ、長い時間を

かけた各国の合意形成の上に成り立つ標準化の意義をもう

一度皆で考えてみたい。

多くの方々にSQ誌の愛称で親しんでいただいた『標準
化と品質管理』は2020年11月の発刊号をもちまして、長
い歴史の幕を閉じました。

終戦翌年の1946年に創刊された『規格ト標準』が、『JIS』、
『標準化』と名前を変え、『標準化と品質管理』となったの
は1964年のことです。2010年にはもう一つの月刊誌『標
準化ジャーナル』と統合し、以来今日まで74年間発刊を続
けてまいりました。これも一重に読者の皆様あってのことと、
心より御礼と感謝を申し上げます。誠に有難うございまし
た。

SQ誌の創刊号には、和田小六会長による創刊の辞が次
のとおり記されています。
「（略）…一般社会の世論の基底をなすものが新聞である

と同じように、規格や標準に関する実情を知り、意見を聴き、
世論を作ってゆくものがなければなりません。広い面にわ
たって事実を伝え、意見の交流の仲立となるものが必要で
あります。その役を務めるのがこの雑誌『規格ト標準』では
ないでしょうか…（略）」

インターネットの普及が進んだ現代は、情報に溢れ、雑誌
を取り巻く環境や求められる役割も大きく変化しました。こ
のような時代にあって、SQ誌は一定の役割を終えたと考え
ていますが、当グループでは引き続き創刊の辞にある志を
忘れることなく、ステークホルダーの皆様のお役に立てる
情報発信に努めてまいりますので、今後とも宜しくお願い
申し上げます。

標準化と品質管理　編集部

新型コロナウイルスによるパンデミック（世界的大流行）（2020年）

年史
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1946年～

1950年～

※注：1947年～1963年は保管状態により、白黒版の掲載となります。予めご了承ください。

表紙ギャラリー [1946-2020]

21

７４年間に８67号を数える表紙に
各時代のデザインの潮流が窺えます。



1970年～

1960年～

1946年、「標準化」と「品質管理」をテーマにした日本で最初の雑誌「規格ト標準」が創刊されました。
その後、1950年に「JIS」、1956年に「標準化」と誌名を変え、1964年に現在の「標準化と品質管理」になりました。

22



1980年～

1990年～

表紙ギャラリー [1946-2020]
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2010年～

2000年～

洗濯機やテレビ、ミシンなどが登場した50年代、ロボットや富士山などが大胆に描かれた80年代、コンピューターを使った
デザインが主となった90年代以降。一堂に集められた表紙には、それぞれの時代の個性が息づいています。
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2020年

表紙ギャラリー [1946-2020]
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 大正10年　1921 ♦ 工業品規格統一調査会創設。
  ♦ 日本標準規格(JES)制定。
 大正15年　1926 ♦ 万国規格統一協会(ISA：国際標準化機構ISOの前身)創設。
  
 昭和20年　1945 ● 大日本航空技術協会と日本能率協会の各規格担当部門が合併して日本規格

協会設立(12月6日)。東京都千代田区の商工省特許標準局内に本部開設。
 昭和21年　1946 ● 雑誌『規格ト標準』創刊。
 昭和22年　1947 ♦ ISAが国際標準化機構(ISO)へ改組。
 昭和23年　1948 ● GHQの指示により外国との規格交換開始。
 昭和24年　1949 ♦ 工業標準化法施行(JIS制度創設)。
  ● 我が国初のQC講習会開講。
 昭和25年　1950 ● JIS規格票の発行・頒布開始。 
 昭和26年　1951 ● JIS原案作成開始。
 昭和27年　1952 ♦ 日本工業標準調査会(JISC)が、ISO/IECの日本代表に(閣議了解)。
  ● 中央区銀座木挽町に本部移転。海外規格ライブラリを開設。
 昭和30年　1955 ● 英訳JIS頒布開始。標準化講習会開講。
 昭和33年　1958 ● 第1回標準化全国大会開催。
 昭和35年　1960 ● 第1回品質月間実施(共催)。JISハンドブック(年刊)発行。
 昭和37年　1962 ● 東京都港区赤坂に日本規格協会ビル竣工。
 昭和40年　1965 ● IEC東京大会の事務局設置。
 昭和42年　1967 ● 第1回Q-S全国大会開催。

 昭和55年　1980 ♦ 海外工場でのJISマーク表示。　
 昭和56年　1981 ● 公示検査実施機関として、通商産業大臣の認定を受ける。

「工業標準化品質管理推進責任者講習会」を開講。
 昭和60年　1985 ● ISO東京大会の組織委員会事務局設置。

 平成6年　1994 ● 財団法人日本品質システム審査登録認定協会(後の公益財団法人日本適
合性認定協会＝JAB)の第1号認定を取得。

 平成8年　1996 ● マネジメントシステム審査員評価登録センターを設置、
評価登録サービスを開始。

 平成11年　1999 ● IEC京都大会の事務局設置。
 平成14年　2002 ● JSAウェブストア開設。
 平成16年　2004 ● 特定標準化機関(CSB)として日本工業標準調査会の確認を受ける。
 平成17年　2005 ● 第1回品質管理検定(QC検定)実施。新JISマーク制度開始に伴いJIS登録

認証機関協議会(JISCBA)を設立。
 平成18年　2006 ● 国際標準化100年記念事業実施(共催)。
 平成24年　2012 ● 一般財団法人に移行。
 平成25年　2013 ● 港区三田に本部移転。
 平成26年　2014 ● IEC東京大会の事務局設置。
  ♦ 新市場創造型標準化制度創設。
 平成30年　2018 ♦ 産業標準化法改正。
 令和元年　2019 ● 日本規格協会グループ始動。
  ● 経済産業大臣より認定産業標準作成機関の第一号認定。
 令和2年　2020 ● 創立75周年。

大正･昭和初期
産業基盤として
標準化制度の整備

昭和20年代
粗悪品追放のための標準制度

JIS約3,000件程度

昭和30年代
大量生産・高度成長を支える基盤

JISは約6,000件を突破

昭和50年代～
国際化への対応

平成26年～
新市場創出の基盤としての標準へ

●＝日本規格協会グループの沿革
♦＝標準化に関わる主なできごと※

　※参考資料提供：経済産業省産業技術環境局

令和元年～
JIS制定は民間主導による

迅速化へ

標準化の歴史と日本規格協会グループの沿革
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JSAグループ設立以降の実績と今後の展望



　75年という長い歴史を有するJSAにとって、グループ化は設立以来最大の変革であったと言えるかもしれません。
そして、我々はまだその過程にいます。近年積極的に取り組んでいるのは、デジタルトランスフォーメーションの推進に
よる次世代ビジネスモデルへの転換と働き方改革です。
　具体的には、ICTをより一層活用することで、国際規格とJISの同時作成の促進、JISの原案作成期間の短縮、各
国標準化機関との連携強化を含む国内外の規格開発の日常的な協力活動を実現するネットワークの構築などを
推進いたします。また、組織内では、オフィス環境の改革や多様な勤務制度の導入により、業務効率と従業員満足
の向上に取り組んでまいります。

揖斐 敏夫　理事長　CEO（最高経営責任者）

　JSAグループでは、3法人体制での事業開始に合わせ2019年に「JSAグループ行動規範」を改訂いたしました。
これに基づき管理部門では、法令順守、計画的・体系的な人材育成、多様な働き方への対応、能力評価制度の
見直し、IT環境の整備による効率化の推進などに積極的に取り組んでまいりました。
　中でも、今回の行動規範には新たに、従業員満足の視点を加えました。JSAグループでは、多様な価値観を尊重
しつつ、計画的な人材育成により、すべての従業員が持てる能力を発揮し、活躍できる環境作りに努めております。
　JSAグループが標準化ナショナルセンターとして名実ともにステークホルダーの皆様に認めていただける存在と
なるべく、引き続き全力を挙げて組織体制・IT環境の強化と人材育成の土台作りを進めてまいります。

下境 健一　理事　COO（最高執行責任者）

　JSAは、我が国唯一の標準化ナショナルセンターとしての地位を確立すべく、2019年に経済産業大臣より認定
産業標準作成機関第１号の認定を受けました。これまで以上に迅速なJISの策定を推進する一方、2020年から
はJAS（日本農林規格）の開発にも着手しております。また、独自のJSA規格もその数を着実に増やしてきて
おります。加えて、近年は有機的なネットワーク構築の一環として、各国SDOとの協定締結や職員海外派遣など、
国際ネットワーク強化にも努めてまいりました。
　今後は、ISOの規格開発支援システムである「ISOlutions」等を導入し、より効率的かつ円滑な規格開発プロ
セス整備のために一層のIT化を推し進めてまいります。
　標準化のプロ組織として、引き続き積極的に国内審議団体を引き受けていくことはもちろん、大規模化、複雑化する
昨今の社会的課題やビジネスに対応するため、分野横断的に連携した規格の開発に取り組むとともに、関係団体
や組織のマッチングの機会、議論の場や仕組みを提供するプラットフォームの設立・運営を主導していく所存です。

平川 秀治　理事　CSO（最高標準化責任者）
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　日本規格協会ソリューションズ株式会社は、出版、研修の二つの協会設立直後から続く歴史ある事業に加え、
審査登録、さらにQC検定、サービス認証という比較的新しい事業を含めて、お客様に標準化に関するトータル
ソリューションを提供する組織として2018年に発足しました。近年大きく変化するお客様のニーズに対応すべく、
ビジネス感覚をもち、事業の変革、業務プロセスの改善を行っております。今後は更に、ニューノーマル時代に
対応した新しいビジネスモデルを全事業部門について構築し、グローバル市場への展開を含めて事業を推進
してまいります。
　研修部門では、自動車分野の機能安全やGHSなど新しいテーマによるセミナーを開始したり、企業内研修の
拡大を進めてまいりました。さらにコロナ禍以降は、オンラインセミナー、オンデマンドセミナー等デジタルサービス
に移行してきております。引き続き、このデジタル化を進めるため、デジタルサービス提供能力を高め、より魅力の
ある人材育成ビジネスを国内外で展開していく所存です。
　出版部門では、団体規格やISOのレッドライン邦訳版などの新商品提供、JSA Webdeskの利便性向上に
努めてまいりました。今後はデジタル化を中心に出版市場・お客様のニーズに対応した事業形態への変革を進
め、独自のコンテンツと魅力的なサービス提供を実現してまいります。

武濤 雄一郎　代表取締役社長　CEO（最高経営責任者）

　審査登録事業では、品質、環境、情報セキュリティ、食品安全、労働安全衛生のマネジメントシステム認証、
翻訳者認証を現在まで継続して行い、“認証組織の利害関係者”が価値を実感できる審査の提供に尽力して
まいりました。
　サービス認証事業では、社会課題である雇用促進、認知症対応に向け、公的職業訓練機関の認証、認知
症バリアフリー認証に向けた厚生労働省事業を実施いたしました。
　また、QC検定事業では、新型コロナウィルスの影響等により中止した試験もございましたが、受検者様のキャリ
アアップ支援のため、可能な限り継続的な試験運営を行ってまいりました。
　今後の事業展開について展望を申し上げれば、審査登録事業では、各種マネジメントシステムを基本に、現場
とリモートの高いバランスを実現させ、質の高い審査を希求してまいります。
　サービス認証事業では、サービス認証を“見える化”のツールとし、企業の新たなビジネスモデルの創出・改善、
政策課題の解決を図ってまいります。
　QC検定事業では、すべての産業において活用可能な品質管理知識を測るインフラ的なサービスとして、試験の
海外展開と同時に試験提供方法の多様化を目指してまいります。

平岡 靖敏　常務取締役　COO（最高適合性評価責任者）
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　JSAグループの総合的な要員認証機関として2018年に設立された一般財団法人日本要員認証協会（JRCA）は、
グループ化以降、以下の3つのセンターで事業を開始しました。
　•  マネジメントシステム審査員評価登録センター
　　QMS、ISMS、FSMS、OHSMS、AS（航空宇宙産業）の各マネジメントシステム審査員の評価登録サービス
　　事業を担当
　•  標準化人材評価登録センター（RCES）
　　規格開発エキスパートの評価登録事業を担当
　•  翻訳者登録センター（RCCS）
　　ISO17100に基づく翻訳者の評価登録事業を担当
　事業開始時点の登録者数は、計10,587名でしたが、現在は合計約15,000名と1年半で約4,400名程度増加
しています。
　登録者増の最も大きな要因は、2019年10月のEMS審査員評価登録事業のJRCAへの統合です。同事業は、
それまで一般社団法人産業環境管理協会（JEMAI）様のCEARで実施されていましたが、JRCAが要員認証
機関として独立したことを契機に、MS審査員評価登録事業を一法人に集約いたしました。この事業統合により
JRCAはMSの主要分野を網羅する国内唯一の認定された審査員評価登録機関となりました。
　その他、近年開始した事業であるOHSMS審査員、規格開発エキスパート、ISMSクラウドセキュリティ審査員
等が登録者増に寄与しています。
　JRCAは、今後、以下の3つの活動に注力することにより、総合的な要員認証を行う機関として、国内はもとより、
グローバルに認知される機関になることを目指します。
　① 力量のある審査員を継続的に認証し、MS認定認証制度の発展、信頼性向上に寄与する。
　② 力量のある監査員を育成し、企業・組織の競争力強化、体制強化に寄与する。
　③ グローバルに競争する企業・組織の標準化戦略及び人材育成を支援する。
　また、このビジョンを実現するために以下の環境整備に取り組みます。
　① 登録者の利便性向上、効率化のためのデジタル化の推進、申請手続きの電子化、審査員評価登録の
　　 基準・手順の統合
　② 利害関係者とのコミュニケーション、連携の強化
　③ 認証メニュー拡大等の新規事業開発
今後も皆様のご指導、ご支援を賜りながら事業に取り組んでまいります。

前川 徹　理事長　CEO（最高経営責任者）
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業務執行理事

下境 健一
（COO(最高執行責任者））

業務執行理事

平川 秀治
（CSO(最高標準化責任者））

業務執行理事

内田 富雄
（CSO補佐、標準化総括・支援
ユニット長）

業務執行理事

中川 梓
（システム系規格開発ユニット長）

理事

生井 秀隆
（株式会社コンシスト　顧問）

理事

藤本 勝司
（日本板硝子株式会社 名誉顧問）

理事

薬師寺 泰蔵
（慶応義塾大学　名誉教授）

監事

飯塚 敏之
監事

小野 晃
（国立研究開発法人産業技術
総合研究所　特別顧問）

監事

中西 友子
（星薬科大学　学長／東京大学
特任教授）

常務執行役員

福田 泰和
（標準化研究センター所長）

執行役員

清水 久弘
（CIO(最高情報責任者)、
標準化普及戦略ユニット長）

執行役員

神山 昌
（グループ管理ユニット長）

執行役員

重松 康夫
（産業基盤系規格開発ユニット長）

執行役員

伊藤 弘
（規格品質管理ユニット長）

執行役員

末安 いづみ
（システム系規格開発ユニット
副ユニット長）

執行役員

田村 由佳里
（規格品質管理ユニット
副ユニット長）

執行役員

福永 敬一
（標準化研究センター副所長、
JSA-SOL出版情報副ユニット長兼務）

理事長

揖斐 敏夫
（CEO(最高経営責任者)、JSAグループ代表）

一般財団法人 日本規格協会（JSA）役員一覧
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理事長

前川 徹
（CEO(最高経営責任者)）、東京通信大学 
情報マネジメント学部学部長 教授）

専務理事

尾形 泰宏
（COO(最高執行責任者)）

理事

湯川 剛一郎
（湯川食品科学技術士事務所
所長）

監事

飯塚 敏之

一般財団法人 日本要員認証協会（JRCA）役員一覧

常務取締役

平岡 靖敏
（COO(最高適合性評価責任者)、
品質管理センター所長兼務）

常務取締役

獅山 有邦
（CCO(最高コミュニケーション
責任者)）

取締役

下境 健一
（総務部担当、マーケティング
ユニット担当）

取締役

吉川 勝也
（研修ユニット長）

監査役

飯塚 敏之

常務執行役員

加藤 芳幸
（サービス認証事業部担当）

執行役員

奥 展威
（マーケティングユニット長）

執行役員

小梁川 崇之
（出版情報ユニット長）

執行役員

佐藤 哲也
（審査登録事業部長、サービス
認証事業部長兼務）

代表取締役会長

揖斐 敏夫
代表取締役社長

武濤 雄一郎
（CEO(最高経営責任者)）

日本規格協会ソリューションズ株式会社（JSA-SOL）役員一覧
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オンラインセミナー
のご案内
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詳細はこちら

オンラインセミナー
のご案内

日本規格協会グループでは2020年6月より、会場開催セミナー、通信講座に加え、ライブ配信や、
ハイブリット型(会場開催＋ライブ配信)、動画版セミナーなどのオンラインを活用したセミナーを充実化。

お客様の多様なニーズに対応した 『新しい教育スタイル』を提供しております。

ウィズコロナ時代に対応した
『新しい教育スタイル』

オンラインセミナーご利用のメリット

これまでの会場受講と同等の
学習効果を実現

開催地域に関係なく全国どこからでも
受講が可能

チャット、挙手機能を活用し、講師、
参加者相互のやりとりが可能

パソコン、タブレット、スマートフォン
から受講が可能
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詳細はこちら ↓
https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W12M1000/

https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W12M1000/
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詳細はこちら ↓
https://webdesk.jsa.or.jp//short/libraryserver

36

https://webdesk.jsa.or.jp//short/libraryserver
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