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昇するとしている。他のモデルによる気候の長期予測では、2050
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現在、「京都議定書」についての批准が各国で進んでいるが、
先進39ヶ国のうち、批准国のCO2 排出量合計が、基準年（1990年）

ないかとの反対意見もある。

目標が意欲的な高い水準で合意したことを思慮すべきである。
本稿では、「京都メカニズム」の中でのクリーン開発メカニズ

の55％を超えれば、議定書が発効する。日本は、2002年6月に批

ム（CDM）について述べる。図2は、CO2 排出削減プロジェクト

准したが、最大のCO2 排出国であるアメリカは、国内経済への影

を実施し、図のように効果分をプロジェクト参加者間で分け合う

響を主な理由として、2001年、ブッシュ政権が「京都議定書」か

ことにより、先進国はプロジェクト実施前に対し、排出量を獲得

らの離脱を表明している。図1は、各国の批准状況を示している

する仕組みである。

▲

が、批准の成否はロシアにかかっていると言っていいだろう。

例えば、ボイラーについて考えてみれば、プロジェクト実施前
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（Emissions Trading）
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先進国どうしが共同で排出削減（ま

先進国が途上国に排出削減などのプ

先進国など温暖化ガス排出量の数値

たは吸収増大）を実施し、関係国で

ロジェクトを実施し、排出量減量分を

目標を設定している国間で、排出量

分け合う手法。

一部または全部分け合う手法。

の獲得や移転ができる制度。
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倫理ISO国際規格化の動向
審査能力向上センタ 主席
（前労働安全衛生認証部長）
は重油を燃料としていたものが、天然ガス化のプロジェクトを

との関係は不透明であるが、アメリカでは、1990年から2000年

実施すると、同じエネルギーを得るのにCO 2 量は30％近く削減

でCO2 が14.2％に上昇しており、アメリカ国内での取り引き価格

することになる。ある大型ボイラーの事例では、年間CO2 20万t

は高目になることが予想されている。一方日本でも、CO 2 の国

以上の削減となる見込みであり、このCO 2 の排出量の権利も膨

現在、経済産業省の委託を受け、日本規格

も『方法論はいろいろあるが基本的に必要』との認

内取引きをEUと同じ2005年から開始するとの情報もあり、1ト

協会が事務局となって『CSR標準委員会』が

識です。

大なものとなる。現在、CO 2 排出量の取引きコストを算定する

ン3,000円相当を想定しているとされる。また2003年度には、経

継続的に開催されています。CSRとは、Social

のは難しいが、例えばCO2 １トン当り5,000円とすれば、年間10

済産業省がトライアルを行うため、企業の参加を呼びかけ、補

Corporate Responsibility（
『企業の社会責任』又は

億円以上の権利を有しており、3,000円としても6億円以上となる。

助金を含め5億円の予算規模にて推進に乗り出している。2008年

更に最長21年間（7年更新×3回）のCO2 排出量の権利があり、そ

に向けてCO2 排出量の取り引きは活発化するものと思われる。

の金額的効果は増大する。
この事例から言えることは、今までとは投資の考え方が異な
ってくるということである。今までは、省エネルギーの場合、

1

『企業倫理』
）の略称で、CRと称する場合もあります。

2

現在、日本におけるCO 2 の基準年排出量（1999年）は、12億
2,900万ｔであり、第1約束期間（2008年〜2012年）の目標である

し、今後はそれに、長期間にわたるCO 2 削減排出量の権利を有

−6％は、11億5,500万ｔとなる。

ISOでは、CSRのIS（国際規格）化の可否が

の通りです。
●

ネルギーに対する投資が促進され、そのことが更にCO 2 削減量

目標値に対し1億6,000万ｔ不足している。このまま推移すると、

TMB（技術管理協議会）が傘下のCOPOLCO（消費

効果として大きく寄与することを意味している。

2008年までには、不足分が2億ｔを超えると考えれられ、現時点

者政策委員会）にIS化可能性調査を要請しました。

EUでは、デンマークが電力事業者のみで2001年から、またイギ

ける贈収賄が、結局は先進国側の消費者の

で目標達成は困難となっている。このため、CDMを中心とした
排出量取引が重要となっている。図3は、CO2 の排出量取引によ

●

COPOLCOは、2002年6月に、カリブ海のトリニ

る、CDM事業の業務の展開と拡がりを示したものである。CDM

ダード ・ トバゴで、CSRを含む諸検討会と総会

を中心とした排出量取引は、目標値に2億ｔ不足していると仮定

を開催し、CSRについて『IS化可能、関係各界に

すれば、CO 2 1トン当り10,000円で2兆円、5,000円で1兆円、

リスが2002年4月から排出量の取引きをスタートした。イギリス

3,000円で6,000億円の規模になる。このCDM事業の周辺事業、つ

では、当初CO2 1トン当り2〜3ポンド（約380〜570円）であった

まりソリューション事業は、通常その10倍から20倍あると考え

が、2002年11月にイギリスで調査を行った時には12.5ポンド（約

られ、10兆円から20兆円レベルと予想される。環境ソリューシ

2,400円）まで上昇していた。2005年1月からはEU域内でCO2 の取

ョンビジネスは、その規模がなかなか見えなかったが、少なく

引きが始まることで更に上昇するのではないかと見られている。

とも省エネ、CO2 排出量を含むCDM事業が、1つの柱であること

った経過があります。

6

2001年4月のISO理事会での決議に基づき、ISOの

1999年度における日本のCO 2 排出量は13億1,500万ｔであり、

て見てみよう。

国際的には、対途上国などの国際取引にお

検討されてきており、その概略経過は以下

し、その効果を含め投資効率をみることになる。つまり、省エ

取り引きにはリスクがともなうが、排出量取引の価格につい

5

負担である、との観点からOECDの検討課題とな

4 CDM事業の展開

この効果と投資との比較を回収年月により判断してきた。しか

3 排出権取引の価格について

よる更なる多角的検討グループの設置』を決議し
提案しました。
なお、この会議にはJACOから私を含む2名が

2002年9月のISO理事会で、TMBに『ハイレベル

での若年労働者雇用問題に発端する不買運

動や会計監査報告の不信などが底流にあります。

7

ECでは共通市場形成、特に持続的雇用維
持の観点から論じられています。（2003.2.4

麗沢大 Scott T.Davis教授講演）
また英国ではBSI（ 英国規格協会）が企業に呼び
掛け、Sustainability Management（持続経営）に
関するプロジェクトを2年にわたり実施しています。

参加しました。
●

米国では、運動靴メーカーの在途上国工場

8

CSR規格のイメージについては、ISOの論
議は、COPOLCOではISO14001の成功を考

アメリカは「京都議定書」からの離脱を表明し、2002年2月に

が分かり始めた。この環境ソリューションビジネスは、図に示

独自の「地球気候変動イニシアチブ」を発表した。この中で、

すように、① JACOが参加しようとしている、第三者検証を行う

諮問委員会』を設置しジャスティフィケーション

慮したMSS（マネジメントシステム規格）の推奨意

CO2 の削減クレジットである排出量取引制度を表明し、
「シカゴ

「指定運営機関」を始め、② CDM案件を取りまとめる企業群、③

手続きを行い、2003年内にTR（テクニカル・レポ

気候取引所」が売買を本格化しようとしている。国際的にCDM

排出量取引を目指す、証券会社を中心とした金融機関、④ 省エ

見、『ハイレベル諮問委員会』では、ネガティブ派

ート： 情報 の意味）を作成することになりま

（何をするな、何をせよ、のように要求事項を定め

ネルギー機器を主体とした企業や、省エネルギー、環境ソリュ
図2

クリーン開発メカニズム（CDM）

ーション企業、⑤ 省エネルギーの運営や運用を得意とするESCO

■温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国が協力して、数値目標が設
定されていない途上国内において排出削減（または吸収増大）等のプロジェクトを
実施し、その結果生じた排出削減量（または吸収増大量）に基づきクレジットを発
行した上で、そのクレジットをプロジェクト参加者間で分け合うこと
CDMで発行されるクレジットをCER（Certified Emission Reduction）
と呼ぶ
■結果として、先進国の総排出枠の量が増大する
クレジット発行に際して、審査が厳格
■京都メカニズムの中で、唯一、京都議定書の第1約束期間が始まる前にクレジット

格を作成するのに先立って行う必要性評価手続き

として大いに伸長するものと思われる。
2008年までの残された期間は少ないが、現在、将来に向けて

3

CSR標準委員会は、日本が上述のISO活動

投資国（先進国）の総排出枠
投資国側
参加者へ移転
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特定のサイト
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排
出
量
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が増える
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・ESCO
・電力、ガス企業
・エンジニアリング
・リース
・ビル管理
・コンサルタント

指定運営機関

CDM 事業

日本国内でのCSRは、一昨年頃からの様々
な企業不祥事（自動車リコール、食品偽装、

原子力関連など）に関連した関心事となっています。
経営者側は『CSRへの取り組みは必要、何らか

CDM 案件

企業群
排出量取引
日立、東芝、三菱、荏原、
石川島、清水、鹿島、
NTT データ

日系 ：JACO、JQA
外資系：トーマツ、SGS、
ロイズ、PWC

4

証券、商社、銀行

商社、建設、企業群
エンジニアリング、
コンサルタント

る規格イメージを主張）とポジティブ派（取り組み
内容や水準は企業に委ねることを主張、この考え
方によれば、CSR規格は報告書の仕様に関するも
のとなる公算大）の論議が交わされています。

に対応するためのもので、2003年3月まで

に3回の会合が行われました。

ビジネスチャンスを逃してはならない。

ホ ス ト 国（ 途 上 国 ）に は
総排出枠がない

︵排
ま出
た量
は
排
出
見
通
し
︶

に殺到してくるに違いない。一方で、製品の省エネルギー技術

＊ジャスティフィケーション：ISOがマネジメントシステム規

何を準備すべきか考えることが最も重要であると考える。この

の獲得が可能（2000年から）

ホスト国内の
特定のサイト

企業やエンジニアリング、コンサルタント企業など、この分野

した。

を持った企業が、生き延びるだけではなく、ビジネスチャンス

クレジットは、排出枠として活用が可能

4

伊藤 勲

の社会的（できれば国際的）な共通基準があればや
りやすい』との意見であり、消費者側や学識者側

9

日本国内、ISOでも議論の途上であり、今
後さまざまな曲折が予想されますので、予

断を許さない段階ですが、私どもは以下のように
考えています。
①2005年頃にマネジメントシステム規格としてIS
化される。
②環境や労働安全衛生をも包含した事業活動全般
にわたるものになる。

5
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ＩＳＭＳの最新動向
株式会社日本情報セキュリティ認証機構（ＪＡＣＯ−ＩＳ）
I S 認証部長

川上 明仁

情報セキュリティマネジメントシステム（以下、
ISMSという）の認証規格BS7799-2：2002（システム

テムを継続的に改善していくための「ISMSに関する
仕様」です。

仕様）が2002年9月5日に発行されました。
この規格は、2002年2月にDRAFT BS7799-2：

格準拠の認証取得」実績は190件を超えています。日

2002を公表し、各国からの意見を反映した正式な第

本国内でも23件の認証実績があります（内7件が

3版で、今後各国での使用実績を見た上で、2003年

JACO-IS、他はBSIなど外資系認証機関）
。

定のものです（図−1参照）
。

規格がISO化されれば、更に国際的に利用される
れるものと思われます。
BS7799-2：2002は、ISO9001，ISO14001等の他の

ネットワークシステム、情報通信ネットワークシス

マネジメントシステム規格との整合を図り、組織の

テムが深くかかわっています。家庭の中も光ファイ

ISMSの開発、実施、有効性の改善にPDCA（Plan、

バーによってネットワーク化され、生活様式が一変

Do、Check、Act）プロセスモデルを導入し、継続

していくでしょう。

的改善を要求しています。

これからの人類の発展にとって情報化の進展は不

要求事項の各項目の主要な変更内容を1999年版の

可欠ですが、その恩恵を享受するためには情報セキ

構成と比較して整理すると表−1のようになります。

ュリティの確固とした裏付けがなくてはなりませ

プロセスのサイクルを確実にまわすために実施し

ん。情報ネットワークシステムにおけるセキュリテ

なければならない要求事項が「ISMSの確立（Plan）
」
、

ィ技術の開発、情報ネットワークを利用する人の倫

「実行および運用（Do）」、「ISMSの監視およびレビ

理観の醸成を含めたシステムの運用管理策の進展が

ュー（Check）
」
、
「ISMSの維持および改善（Act）
」の

きわめて重要な課題であるといえます。

ように展開されており、「5 経営層の責任」、「6

BS7799-2は、組織が情報セキュリティを経営の重
要な課題の一つとしてとらえ、体制や経営管理シス

95/2

99/4

BS7799-1

第2版

ISO/IEC 17799
→ 02/2 JIS X 5080 : 2002

99/4

02/2

02/9

BS7799-2

第2版

第3版

BS7799-2：2002

Draft BS7799-2

6

PDCAプロセスモデルを導入
継続的改善を要求
01/4

95

情報システム安全対策基準
〔現、経済産業省〕

の補充は必要ですが、定期サーベイランスの時に確

りどころがはっきりしていませんでしたが、2002年

認審査をすることで、準拠規格を切り替えることに

版ではその点が明確になっていますので、要求事項

しています。
JACO-ISは、英国の認定機関UKASから2002年8
月に日本初の認定を取得し、また2003年1月には

やすくなったと言えます。
JACO-ISの審査では、BS7799-2：1999に準拠した

JIPDEC（日本情報処理開発協会）からも認定を取得

審査でも、PDCAプロセス、継続的改善および経営

しており、国内および世界に通用する審査登録機関

層の責任、マネジメントレビューの内容を含めて、

として、認証事業を通じて情報セキュリティの向上

審査をしていますから、受審組織のISMSマニュア

に貢献したいと考えています。

（●：追加

▲：削除）

BS7799-2：1999
要求事項項目
項番

項番

要求事項項目

3.1

一般

4.1

一般要求事項

3.2

管理枠組みの確立
a) ポリシー
b) 適用範囲
c) リスクアセスメント
d) リスクマネジメント
e) 管理目的および
管理策の選択
f) 適用宣言書

4.2

ISMSの確立と維持

4.2.1

ISMSを確立する
【Plan】

＊ステップのレビュー

3.3

3.4

98/2

新規案件

がなく、規格に適合したISMSを構築する上でのよ

実行

ドキュメンテーション

ISMS

(パイロット審査） (ISMS仕様) (Ver.0.8→1.0）
〔JIPDEC〕 →（Ver.2.0）

BS7799-2:2002対応

●継続的改善
●PDCAプロセスモデルをベースとする
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

適用範囲
ポリシー［●ポリシーに含める内容］
リスクアセスメント
●「c)リスクアセス〜
リスクの特定
リスクの評価
ｇ) 管理策選択の手順」
リスク対応
の要求
管理目的および管理策の選択
適用宣言書
●運用および残存リスクの経営層の承認

実行および運用
【Do】

●リスク対応計画(活動、役割、優先順位)
●資金を含む目的達成の為のリスク対応計画の実行

4.2.3

ISMSの監視およびレビュー
【Check】

●情報システム、処理プロセスの監視手順
●残存・許容リスクをレビューする際の考慮事項

4.2.4

ISMSの維持および改善
【Act】

●全ての利害関係者に、結果および処置を伝達し、同意を得る。

4.3

文書に関する要求事項

4.3.1

一般

●情報セキュリティプロセスの効果的な計画および運用、管理を
確実にする為に、組織に必要な文書化した手順（6.1参照）

3.5

文書管理

4.3.2

文書管理

▲定期見直し(削除)

3.6

記録

4.3.3

記録管理

●法的要求事項関連の記録

5

経営層の責任

5.1

経営層のコミットメント

5.2

資源管理

03〜 04
ISO(17799-2)

5.2.1

資源の準備

●新規要求事項
1999年版の「3.2 管理枠組の確立」および「4 詳細管理策」
に含まれている要求事項もあるが、2002年版で新規に追加・
整理された要求事項である。

5.2.2

訓練、自覚、能力

(認証規格）

6

ISMSの
マネジメントレビュー

6.1

一般

6.2

レビューのインプット

6.3

レビューのアウトプット

6.4

内部ISMS監査

7

ISMSの改善

7.1

継続的改善

7.2

是正処置

7.3

予防処置

JIS化

02/4〜

適合性評価制度

BS7799-2：2002
変更（追加）内容

4.2.2

2005年

00/8

認証規格

国
内
の
動
向

付け、および新規要求事項への対応が不充分な個所

について具体的に記述されています。

2000年

(ISMS仕様)

理枠組みの確立に関する「具体的な手順の要求事項」

ISMSのマネジメントレビュー」、「7 ISMSの改善」

図−1 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)の動き

(ISMS行動規範)

求事項との対応がはっきりしていないところの対応

表−1 BS7799-2：2002の主な変更点

イフラインおよび企業等組織の活動はコンピュータ

国
外
の
動
向

ント、リスクマネジメント、管理策の選択などの管

ことになり、この認証制度も更に多くの国で採用さ

現在、輸送、交通、エネルギー、金融といったラ

1990年代

ル、規定類の内容および実施・運用で、必ずしも要

を正しく解釈することによって、ISMSの構築がし

2003年2月現在、英国を中心とした世界の「BS規

末から2004年にはISOへ提案し、国際規格になる予

1999年版では、ポリシーの制定、リスクアセスメ

JIS X ○○○
(認証規格）

5〜7 については、BS7799-2:1999の審査（JACO-IS）
では、内容的には含まれているが、受審組織のISMSマニュ
アル、規定類の内容、および実施・運用で、必ずしも要求事
項との対応がはっきりしていないものは、対応付けが必要で
ある。
また、新規要求事項への対応が不充分な個所は補充が必要で
ある。

7

環境

形より 実を
自分らしさを大切にしたシステムに

理事
環境認証部長

環境認証部
副部長

岡 光宣

飯島 康夫

最近の審査で「何故」と感じることがあります。それは、小規模組織での記録や文書の多さです。総人数
よりも多いファイルの数、びっくりしてしまいます。
この原因の多くは環境マネジメントマニュアル（以下マニュアル）の構成にあると考えます。
1つは

マニュアルには規格の言葉が書かれ、全項番にそれぞれ下位規定がある。

2つは

計画書がマニュアルとは別にあり、更に集計・記録が別紙になっている。

3つは

訓練など個人名の特定された名簿や記録が別紙になっている。

組織にはそれぞれの事情があります、それは大切なことです。何が良くて何が悪いと言うことはありませ
ん。それぞれの事情に合ったマニュアルで良いわけです。

経営層による見直しなどの記録について、フ

ISO14001規格の要求事項を表上で表すことを実

ォーマット
（記録書式）をマニュアルに入れる。

現させることで、大幅に簡素化された環境マネジ

（3）環境組織表・教育計画・有資格者・内部環境
監査認定監査員などは完成した名簿をマニュ
アルに入れる。
（4）環境管理責任者や事務局が変わったときに困

若干のヒントを述べますので、発想の転換を図って自分に合ったところをそれぞれご利用頂けたらと考えます。

らない程度に作成の意図を記述する。
（5）公的記録は公的要求水準で別途作成する。

マニュアルはどう作られたか

織が対応（答え）していることが分かる文書を要
求しています。
これだけです。

大組織（特に大工場）が ISO14001取得の主流で
あったころ、代表的には次のような構成でマニュ
アルが作成されていました。

計画書はイコール記録書
「計画書に活動記録を書き込もう」

文書が多層になると
重装備のシステムが構築される

●マニュアルに、規格のほかに環境方針・環境

訓練記録等は､全構成員と訓練項目のマトリッ
クス表を作成して交差点に○を打ち、計画月を記
入、実施したら●にし、実施記録とする、個人別

影響評価登録表・法規制一覧表・環境目的／目

最近、小規模組織のISO14001認証取得（新規

標一覧表・教育訓練一覧表・文書体系・運用管

でもあり、訓練別でもある立派な記録となります。

取得の約半数が100名未満）が目立ちますが、多く

変更や未実施者は赤字で修正日程を入れておけば

理一覧表・監視測定一覧表・記録一覧表などま

の組織が大工場で作成されたマニュアルを参考に

よい。

とめ表などを挿入し概要が分かるようにし、更

しているように見受けられます。

に下位規定や一覧表に詳細を委ねる、という多
層な文書体系でした。

本当にそんなに複雑な環境マネジメントシステ
ムを構築しないと活動ができないのでしょうか、
そんなことはありません、私は皆さんに、軽い仕

マニュアルは何のために作成するのか

組みにしてくださいと言っております。

どうやって簡単なシステムにするか
多くのマニュアルに書かれていることには、次

「え！そんなことしていいの？」

のようなものがあげられます。

マニュアルは 1年度で更新
「マニュアルは規格適合システムの証でありかつ
活動計画書であり記録書である」

計画書のないその他の記録はどうする

や絵でも良いのです、手順が明確になれば良いの

ォーマットの次ページにファイルしておけばよい。

●審査登録機関への説明資料

です。

いわけです。
JACOは、ISO14001の規格要求事項にその組

マトリックスでまとめる、何もかもマネジメ
ントマトリックスでまとめる。
（3）日程の相互関係は項番と月をマトリックスに
して、影響評価は◇月、内部監査は□月と言
うように交通機関のダイヤのようなマネジメ
ントダイヤグラムにより関連を明確にする。
下位規定は
下位規定は環境影響評価規定と内部監査規定が
最低限必要かな（マニュアルにすべて入っている
組織もあります）。
内部コミュニケーションは

おきたり抜けたりすることなく、計画記録を全員

●構成員の教育研修の教材として使用する

使用する組織が使いやすいように作成すればい

める、環境側面と訓練及び緊急事態の関係も

えればよい。

して必要事項を記入し、記入後はマニュアルのフ

心臓部はここ

（1）遵法の監視・環境マネジメントプログラム・
アルの中に収納する。

に配慮されたか、これもマトリックスでまと

写したり、表を一覧表・一覧表概要・詳細一覧表

ということです。文書といってもフローチャート

それはありません。

は目的設定のときに配慮すべき事項がどの様

が終わればこのマニュアルは記録として保管さ
れ、新たな年度はnewマニュアルを作成すると考

マニュアルに入れた記録フォーマットをコピー

教育訓練・内部監査等の年度計画書をマニュ

マトリックスでまとめる、目的目標との関連

ルを配付したり、規定を配付したり、記録を書き

（答え）している事が分かる文書を作成すれば良い

基本的な考え方は次のとおりです。

（2）環境目的目標の枠組みは環境側面との関係を

は一体で変更も含めて出来上がる、従って、年度

ントシステムの最高位文書で核心を包括的網羅

マニュアルには作成する
ルールがあるのか

状態で作成する。

１ヶ月に一度マニュアルを全員回覧、マニュア

I S O 1 4 0 0 1 の規格要求事項にその組織が対応

考えてみましょう。

若干のヒント〜方針はどう実現されるのか〜
（1）環境方針は別格で、そのものを外部に出せる

こうすることで1 年分の計画と記録が年度末に

●ISO14001の要求事項を履行する環境マネジメ
的に記述した文書

8

これで本当に軽いシステムの
マニュアルができるの

メントシステムが構築されたことになります。

大きな紙で鳥瞰する
方針・登録された環境側面・登録された緊急事

（2）活動記録類は、上記諸計画の活動記録はもと

態・環境目的（常時 3 年先まで）目標・環境マネジ

より、その他の運用管理・コミュニケーショ

メントプログラム（目的も含む）
・訓練・運用管理・

ン・緊急事態テスト・監視測定・是正処置・

緊急事態・監視測定の相互作用を一覧表に表し、

など同じ事項を幾重にも重ねることで、不整合が
で共有することができます。

「形より実を！」
継続的改善が目的です。
自分らしさを大切にしたマネジメントシステム
を作り、簡素化した運用管理で、書類や記録の管
理のための時間を極力少なくしましょう。
良いテーマの発掘と改善施策の策定、改善活動
に集中し、施策の実行や成果を上げる活動に注力
しましょう。
シンプルなシステムで、より一層の成果を上げ
られることを期待いたします。
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品質

ISO9001:2000審査の
ポイント
Part-3 ISO導入の価値
品質認証部

主席

（JRCA主任品質審査員）

森本 晃一

標を各部門および階層で設定できることが重要です。重点課題
を具体的に示し、いつまでにどの部門がどのような成果を上げ
れば良いのかが伝わるような「枠」が示されている組織は方向付
けが良くできています。
成果を上げている経営者は、顧客の求めや社会的要求のなか
で、生き残りをかけてISO取得という投資を決断し、経営のシス
テムにしようと強く決意しています。良い品質方針は何を求め
ているのか、トップの 熱き思い が組織の要員に伝わり、実現
するために取り組むべき目標とその達成レベルが見え、
「この品
質方針なら全社員を引っ張れる」との実感が沸いてきます。取り
上げるべき目標のテーマが見える方針こそ、規格の要求する「設
定の枠組みが与えられた」品質方針であると言えます。

徹底した原因究明
目標設定
しやすい方針
簡素で
わかりやすい
手順書

整った
作業環境

データ
記録

ISO9001の効果的活用とは？

ISO9001：2000への移行期限も余すところ半年になろうとして
います。「審査のポイント」という表題はふさわしくないかもし
れませんが、価値を生かしている組織の要件を解説することで、
シリーズのまとめとしたいと思います。今回は、
「①トップの熱
き思いを実現できる方針展開・目標管理、②正しいやり方・守る
べきルールの文書化、③作業環境・組織風土の整備、④失敗・不
具合の原因究明と再発防止の徹底」という４点の要件について解
説いたします。
Ｑ1：方針が目標に展開され確実に実行されるための出発点とし
て「品質方針」をうまく作成したいのですが、5.3品質方針
ｃ）品質目標設定及びレビューのための枠組みを与えると
は「目標を設定し、レビューする」と書くことで良いのでし
ょうか？
A1：5.4.1「部門及び階層で品質目標が設定されている」ための
「枠」
、つまり「重点課題」が具体的に見えることが必要です。
審査で感じることは、的確で効果的な目標を持った組織は強い
ということです。「品質方針」をみれば、これと整合した品質目

Ｑ2：簡素で使いやすい文書を作り、きちんと管理することが重
要ですが、 文書化された手順 をマニュアルの中に含めて
スリムにした場合、
「手順書がない」と指摘されませんか？
Ａ2：スリムにすることはISO9001：2000の改訂意図に合う正しい
動作ですが、問題は詳細度です。規格の文言しかない手順
では、簡略過ぎます。6つに絞られた 文書化された手順
は、どのような業種でも必要で規格の根幹となるものです
から、分かりやすく実用的であることが望まれます。
（文書
化の価値：
「JACO NEWS No.3 の Part-1」の記事参照）
規格への適合性という観点では、最低限仕組みが機能して動
けば良いわけです。その意味では、文書には最低限の決まりや考
え方を書き、例外的な場合の機動性を残すという方法も、業種に
よっては必要でしょう。業種・組織の規模・複雑さなどによって、
異なった事情があるはずです。規格の要求では「組織が必要と判
断した」手順書を文書化することで個別の事情に合わせることが
できます。そのような業種ごとの特殊性を考えて、決めごとをで
きるだけ具体的にすることも必要要件といえます。簡素な手順の
例を表に示します。

簡素な手順の例
□□□作業手順書
インプット（顧客／前工程）
［指示書、設計図、材料など］

作業

日付
（版）
：
手順

承認：
記録

作成：
関連文書など

① □□を□□する。

□□規定

② □□を□□する。

マニュアル□□項
□□見本
日常点検記録

記録

レビュー、c）文書変更の識別及び改訂版の識別などでいちいち
印を押していたのでは手順が重すぎます。こんなときは、「ISO
規格要求では何のために承認やレビューを求めているのか、どう
すれば要求に合うのか」を考えます。
「承認は組織の意図に合わない指示が出されることを防止する
ため」
、
「レビューは文書と実行の不整合防止」
、
「改訂の識別は指
示の変更を周知させ確実にする」
、
「旧文書の廃棄や保存の識別は
古い情報の誤使用防止」などの目的が見えれば、おのずと簡単で
確実な手順が決められるはずです。例えば総括的に、承認とレビ
ューが必要な重要指示と、簡単な指示を分けて、指示者のサイン
を主体とし、押印の省略を可能にするなどが有効です。このよう
に「承認する」という規格の文言を書くだけの手順ではなく、実
際に問題が発生しないような具体的なルール（やりかた）を定め
ることが、手順に価値を加え、問題を出さない仕組みを作り上げ
ることになると思います。審査では規格の意図に合っているかを
確認します。

ます。
これは、原因を特定するやり方が難しいため、訓練しないと真
の原因が発見できないことに起因していると思われます。
別表に、ある企業の作業ミスによる不具合発生の例を示します。
この原因の探り方について、良い例と、悪い例を挙げてみました。
良い組織では、書き方にうるさい品質管理責任者が追及の手を緩
めません。参考にして下さい。

是正処置における原因究明の事例
悪い例
状況（ミスが発生） 応急（ミスによる不具合を処置）
原因（作業員がやり方を知らなかった） 対策（教育した）
確認（教育したことを証拠で確認）
良い例（原因究明から違う）
原因（作業員がやり方を知らなかった）なぜ知らなかった？
（教育されなかったから）なぜされなかった？
＊ここから原因が分かれる

Ｑ3：良い製品を作り、良いサービスを提供する土台として作業
環境は重要ですが、規格は一行の簡単な要求です。何が審
査のポイントなのでしょうか？
Ａ3：「 必要な 作業環境を明確にし、運営管理する」との要求
であり、業種によって必要性が異なるため取り上げる内容
が違ってきますので、専門性も加味して判断します。
本項に関しては、JISQ9000：2000の3.3.4作業環境に書かれてい
る「参考」を考慮し、また、業種として守るべき法律上の制限な
どが正しく展開されているようにすると良いでしょう。規格は
「製品要求事項への適合を達成するために必要な」と言っている
だけですが、上述の参考欄には「条件には、物理的、社会的、心
理的及び環境的要因を含む（例えば、温度、表彰制度、人間工学
的側面及び大気の成分）」と記されており、例えば、外観検査作
業での照明・目の健康維持、土木業の穴掘り作業での酸欠防止、
建築業で夏場の炎天下の熱中症対策、重量物運搬作業での事故予
防、病院従事者の院内感染防止など、整理整頓や安全面での配慮
なども当然含まれると解釈します。整理整頓（2S）については
ISO取得以前の取り組みでもあると思いますが、良い組織は取得
活動中にどんどん改善され見違えるようになることを実感してい
ます。

作業環境の要素例（業種により異なる）
① 物理的要因 ： 温度、湿度、照度、騒音、振動、空気の成分

□□設備

（酸素量、有毒成分の有無）など

方針に目標設定の枠組みを入れた展開例

①（教育は受けたがその項目が抜けていた：資料の不備）
②（他の人は受けたが、
たまたま欠席した：欠席フォローなし）
③（元の職場に復帰したが手順の改訂を知らなかった：対象者の欠落）
④（教育を受けたが理解していなかった：理解度確認なし）
それぞれの原因に応じてシステムを改善する
①教育資料の充実（他にも無いか水平展開）
②未受講者フォローアップの仕組みをつくり、実行徹底
③復帰者教育の義務付け
④理解度確認：有効性評価を加える

更に良い例：（ISO9001の要求を超えて価値を出す：深堀がすごい）
①状況把握：不具合の状況把握（必要な情報はすべて収集保持）
②応急処置：不具合による問題の影響を最小限に食い止める
③原因究明：5回 なぜ を繰り返すと真の原因（仕組み上の）に近づく
●発生原因（なぜ不具合が起こったのか）
上記の場合すべての原因を教育不足にしているが、教育不足
でもミスしない仕組みができないかを考えると良い：ポカよ
け、フールプルーフ
●流出原因（なぜ不具合が流出したのか：検査ミス？）
発生しても実害の出ない具体的やりかたや仕組みを作る：ダブル
チェック･発見しやすい治工具や有効な検査システムの開発など
④対策の検討：真の原因を撲滅するための有効な手段を検討し、
実施の必要性と実行可否を検討する
⑤対策の実行：決定した対策を実行する
⑥恒久処置化：対策内容が再発防止策として守られるように

＜これら要素の監視・測定による維持管理内容＞
② 社会的要因 ： 業種が持つ特殊性、社会的影響度の高さ、地域

＜方針例＞
・テーマ
［組織の目的に対して適切な表現で設定
（ ○○ など具体的に）
］
お客様にもう一度選んでいただける ○○ を真心を込めて提供する
（そのためにどんな目標を立てるか：目標設定の枠組み）

判定

NG

不適合
報告書

① 判定のやり方

不適合報告書

不適合処理手順

OK

記録

③ クレームの削減と対応強化（同上）

など

（枠に合う具体的な目標を部門・階層で設定し、
レビューする）

③ 心理的要因 ： 人間関係（働きやすさ）、閉所、孤独、差別、
職場雰囲気、上司部下との関係、賞罰など

判定結果記録

① 商品群の拡充（程度・期限を明示すると更に意思が伝わる）
② 工程内不良・サービスのミス削減（同上）

的条件など

□□判定基準

アウトプット（行き先）
［製品、情報、サービス］
●処理手順のわかる記録（帳票）の例

④ 環境的要因 ： 整理整頓など（2S〜5S）、安全衛生、感染防止、
職業病予防（姿勢、防塵、寒冷・高温など）など

など

文書化などの「歯止め」にする
⑦実行内容の有効性をフォローアップ：一連の是正処置が正しく
行われたかをレビュー。また、決定した対策が確かに実行され効
果が出ているかを確認する
『なぜなぜの追求に当たっては、現状条件下でのでき得る対策を
たてることと、さらに高度な処置の可能性提案をすることの両面
に配慮するとよい（でなければ 5なぜ分析 の結果すべて社長の

『人間らしく働ける環境は良い製品作りと良質なサービス提供の

せい「人手不足・設備老朽化・トップの認識不足など」にしてし

基盤』

まう危険性がある）』

＜部門目標例＞（達成度の判定可能な目標）
開発部： △△ 開発
（到達レベル・期限：何時までにどんな商品を）
「処理ルート」作成→行先部門①→②→記録保管部門（保管期限）

製造部： □□ 不良の撲滅（到達レベル・期限）
営業部：クレーム迅速回答率 ＊＊％ 以上（到達レベル：回答納期など）

『目的指向の手順：簡素で分かりやすく、必要な関連情報が抜けないもの』

（更に具体的なアクションプログラムを立案し、担当に割り振る）
（目標達成のため「誰が、
いつまでに、
何を」するかを明確化）
＜個人目標例＞【個人（下位の階層）での目標設定】
Aさん
（開発部）
「開発提案 ＊件以上 （時期）」、
「設計ミス＊件以下」
Bさん
（営業部）
「回答ツールの標準化（件数･時期）」
など
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また、文書管理の手順を決めるに際して、実態に合わせた規格
の解釈も大切です。例えば、現場でめまぐるしく変化する指示を
確実にするために、指示文書を 組織が必要と判断した文書 と
して管理しようと考えた場合、文書は4.2.3文書管理の要求事項を
満たす必要が生じます。しかし、ａ）発行前の承認、b）文書の

Ｑ4：二度と失敗を起こさない仕組み作りが大切だと思いますが、
是正処置には「再発防止のため、不適合の原因を除去する
処置をとること」とありますが具体的にはどこまで徹底す
れば良いのでしょうか？
Ａ4： 文書化された手順 により、仕組み上の不備が追求でき
て、発見された不適合の持つ影響に見合う再発防止策が
「歯止め」となることが重要です。
言うまでもなく原因の除去のためには原因の究明が必須です。
審査に出かけて、不適合報告書などの是正処置記録を見せていた
だくと、不適合の現象をなくす処置で終わっている例が目に付き

あとがき
昨今、いろいろな事件が新聞紙上をにぎわしていますが、この対策
に失敗の研究、失敗学、リスクマネジメントなど多くの参考図書があ
ります。ISO9001：2000は、これらの有効な手法と非常に良く整合しま
す。また、ISO9004：2000も一段上のヒントを与えてくれるでしょう。
ISO9001：2000の審査に携わってきて、経営改革に役立つ豊富な手法
が網羅されたチェックリストとしての実用価値をあらためて強く認識
している昨今です。経営者の皆様ならびにご担当の皆様の活用を大い
に期待いたします。3回のシリーズのご愛読ありがとうございました。
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JACO SEMINAR
JACOセミナー
新設コース・新設会場についてのご紹介

JACOセミナー開催日程
コ

取締役 技術部長

山口 實

環境

今回は、環境関係では「CDMワークショップ2日コース」、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）関係では
「審査員研修コース」をご紹介いたします。また、9月までのセミナー開催日程をご紹介いたします。

新設コースのご紹介
CDM（クリーン開発メカニズム）
ワークショップ2日

開催
コード 場所

ス

【JAB認定】
ISO14001環境審査員
研修コース5日
【JAB認定】環境審査員
資格更新リフレッシュコース1日
内部環境監査員
養成コース2日

出張セミナーのご紹介

EF

東京

ERF

大阪
小平
東京
大阪
東京

EIA

大阪

常設会場での受講が困難な皆様のご要望にお応えいたします。

人気No.1

【開催趣旨】

内部環境監査員
養成コース

地球温暖化防止のために、二酸化炭素など温室効果ガスの排出
抑制が求められています。
日本が削減目標を達成するために影響の大きい「CDM」をとり
あげ、CDMとは何か、またCDMを取り巻く最新の状況とCDM
に関する人材育成について、わが国の第一人者を講師に開催い

人気No.2
内部品質監査員
養成コース

環境マネジメントシステム
構築基礎コース

内部環境監査員
ブラシュアップコース2日
実務コース
環境
マネジメント 3日
システム
基礎コース
構築
2日

たします。
【プログラム】
1. 地球温暖化への対応
（国際的な政策および法制度、日本の政策および法制度）

環境マネジメントシステム
構築入門コース

ISO9001：2000年版
規格の解説コース

OHS内部監査員
養成コース

2. CDM事業実施の基礎知識
（CDM事業と制度、
CDM事業の準備）
3. CDMを巡る事業やOE（指定運営機関）等の動向

入門コース
1日
経営者管理者コース半日

4. CDMに関する人材の育成

【受講料（税別）
】一般：60,000円
ネットワークサービス加入者：54,000円

情報セキュリティマネジメントシステム
構築基礎コース

品質

【開催日】 年2回程度開催予定です。

BS7799情報セキュリティマネジメントシステム
審査員研修コース（JIPDEC認定の申請準備中）
【開催趣旨】

新設会場のご紹介

品質マネジメ
ントシステム

＜札幌会場＞（2002年9月新設）
札幌市中央区北1条
西14丁目
ドコモ北海道ビル

得や審査員を目指すための、総合的かつ実践的なトレーニング
コースとして新設いたしました。
【プログラム】
1. コースの概要

福岡市中央区

3. ISMS要求事項

長浜1-4-13

4. 情報セキュリティ技術動向

ソニー福岡第2ビル8F

＜金沢会場＞
JACOプラザ金沢

5. 関連法規・規定

＜仙台会場＞

JACO東京本社

7. ISMS審査の指針と審査プロセスと手順

＜東京小平会場＞

8. 審査前の準備と計画
＜大阪会場＞
＜名古屋会場＞
JACO関西支社

2003年9月予定

情報セキュ
リティ

11. フォローアップ活動
12. ケーススタディ
13. 修了試験

■JACOセミナーに関するお問い合わせ窓口
【受講料（税別）
】一般：300,000円
ネットワークサービス加入者：270,000円
【開催日】 2003年5月〜9月開催日程によります。

構築実務
コース2日
文書構築
コース1日
2日コース

1日コース

＜東京会場＞

6. リスクアセスメント／リスクマネジメント

10. 審査報告

ISO9001:
2000年版
規格の解説

＜福岡会場＞（2002年12月新設）

2. 情報セキュリティ標準化動向と認証制度

9. 審査の実施

CDMワークショップ2日
【JAB認定】JISQ9001(ISO
9001)審査員研修コース5日
品質管理コース5日
内部品質監査員
養成コース2日

EIB
EMS

EMB

EIC
ETM

QF
QC
QIA

北海道・九州地区の皆様にも、より身近になりました。※開催
日程は、次のページをご参考ください。

情報セキュリティマネジメントシステムの導入・構築・認証取
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ー

TEL：03（5572）1723 FAX：03（5572）1730 担当：山口、平賀、下井

労働安全
衛生

ISO9001経営者・
管理者コース半日
内部監査員2日
QS 9000
規格の解説1日
ISMS審査員研修
BS7799
情報セキュリ コース5日
ティマネジメ 構築基礎
ントシステム コース2日
経営者・管理者
(ISMS)
コース半日
労働安全衛生 内部監査員
マネジメント 養成コース2日
構築実務
システム
コース2日
(OHSMS)

QMS
QMM
QE2

QES

QTM
MIA
MES
IF
IMB
ITM
WIA
WMS

札幌
仙台
金沢
名古屋
福岡
小平
東京
大阪
東京
大阪
札幌
東京
大阪
仙台
東京
大阪
東京
大阪
東京
東京
大阪
東京
東京
大阪
札幌
仙台
金沢
福岡
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
仙台
東京
大阪
仙台
東京
大阪
東京
東京
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪

2003年 5月〜9月

開

催

日

受講料

5月

6月

7月

8月

12〜16
26〜30
19〜23

9〜13
23〜27
16〜20

7〜11
22〜26
14〜18

4〜8
18〜22
25〜29

9月
1〜5
16〜20
29〜10/3
8〜12

（消費税別）
298,000円

34,000円
6〜7
29〜30
8〜9
19〜20

22〜23

19〜21
12〜14
7〜9
19〜20
12〜13
23

9〜10
23〜24
5〜6
19〜20
30〜7/1
2〜3
26〜27
4〜5
10〜11

7〜8
24〜25
17〜18
28〜29

8
4〜5
18〜19
21〜22

31〜8/1

1〜2
16〜17
11〜12
25〜26

60,000円

18〜19
27〜28
26〜27
7〜8
28〜29

4〜5
12〜13
16〜18
9〜11

14〜16
2〜4

20〜22
4〜6

24〜26
8〜10

115,000円

16〜17
9〜10

14〜15
2〜3

24〜25
24〜25

78,000円

20
4

9

20〜21
4〜5
28〜29
27
22

22

34,000円

78,000円

27

10,000円
25

19〜23

16〜20

12〜16
8〜9
15〜16

2〜3
26〜27

30〜7/1
14〜18
28〜8/1
2〜3
24〜25
14〜15

25〜29

29〜10/3

7〜8
20〜21

8〜12
11〜12
18〜19

60,000円
288,000円
95,000円
60,000円

5〜6
12〜13
22〜23
26〜27

7〜8

1〜2
24〜25
25〜26

78,000円

25

34,000円

18〜19
26
18
25〜26

12〜13
26〜27
6
26

22〜23
10〜11
12

25
22
10
4

2〜6

78,000円
16〜17
30,000円
16
10,000円

22〜23
22
28〜8/1

29〜10/3

78,000円
34,000円
300,000円

25〜29
30〜7/1

4〜5

29〜30
28

6

78,000円
10,000円

25
3〜4

8〜9
2〜3
25〜26

78,000円
18〜19

■セミナー概要・空席状況等のご案内

●上記日程はやむを得ない事情により、変更または中止することがありますので、お申し込み前に電話でご確認ください。

http://www.jaco.co.jp

●JACOネットワークサービス加入者には受講料の割引があります。
（ただし特別価格には割引はありません。
）

78,000円
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環境ISO認証取得を
契機とした企業体質
改善への取り組み

を狙い、役員や全部門長も参加して研修を実施いたし
ました。
環境マネジメントシステムの構築から運用まで、研
修に参加した管理職が率先垂範し、本業と同等の取り

■株式会社京急百貨店
業務計画部長

2

校・中学校・公民館・環境センター・給食センターな
どを含む市のほぼ全施設（56施設）を対象に、一昨年

お取引先の販売員まで含めると約2,000人以上の従業員

京急百貨店の紹介

がおり、その全員を環境活動へ参加させることが常に

１．

はじめに

の12月に認証取得しました。
また、これを機に、市内の小・中学校では「学校マ

課題であります。
京急百貨店は、京急線横浜駅から特急で8分の上大

各売場マネージャが行う毎日の朝礼時の教育訓練が

栗東市は、日本一大きい湖「琵琶湖」が存する滋賀

岡駅にあり、駅を含むステーションモールの核テナン

活動の起点となりますので、管理職への教育は、今後

県の南部に位置しており、一昨年10月に市制施行した

トとして、平成8年10月に開店いたしました。

も継続的に改善し実行してまいります。

サイクルにより行っています。

ばかりのまちです。古くは江戸時代から東海道と中山

なお市の環境責任者は、市長の指名により私（教育

取得に向けての環境マネジメントシステムの構築と

道が通り、今も名神高速道路や国道1号線・8号線が通

長）が担当しています。これは、私がもともと環境化

であり、歴史のある会社が多い百貨店業界の

運用にあたってはソニーファシリティマネジメント社

る交通の要衝として都市基盤整備を進め、現在では人

学を専門とする大学教授であったことによるものです

にご指導いただき、取得後も同社に教育研修を委託し

口5万8千人を有するに至っています。

が、教育機関の管轄部の長が責任者として指示を出す

なかで、今年7年目を迎える

新しい百貨店

です。

環境活動については、開店5周年の記念事業として取

ております。また事務局員と主任監査員をJACOさん

また、面積の約2分の1は山々に囲まれ、中でも南部

り組み、1年半に渡る準備期間を経て、平成13年9月に

の「ISO14001環境審査員研修コース」に派遣いたしま

に位置する金勝山系は全国森林浴百選に選ばれるとと

百貨店としては、西武百貨店、高島屋に次いで3
番目
高島屋
に環境ISO14001の認証を取得することができました。

した。

もに、貴重な文化財が数多く残っており、自然環境お

両社の質の高いプログラムによる教育を受けたメン
バーを中核に活動したこともあり、取得後の第1回サ

2．

ネジメントシステム」を導入し、学校経営をPDCAの

創

開店が同時に百貨店事業のスタートで、まさに
業開店

進」を掲げました。これは、学習による自覚が環境に

そのため、庁舎はもとより、保育園・幼稚園・小学

里内 勝 様

百貨店は、短期のアルバイトをはじめパート社員、

１．

が大切であると考え、環境方針の中に「環境教育の推

を育成するという認識に基づくものです。

環境責任者

きました。

に、学校や生涯学習の場などにおける環境意識の形成

対する正しい認識を定着させ、環境を大切にする人間

■滋賀県栗東市

組みができたことにより約1年半で取得することがで

大村 光彦 様

栗東市の
環境マネジメントシステムの
取り組みについて

環境ISO認証取得の動機

よび文化遺産にも非常に恵まれた「みどりと文化のま

ことにより、難しいと言われる教育現場にもスムーズ
にEMSが受け入れられました。
●環境教育における取り組み

ち」です。

ーベイランスにおいて、システム維持向上という評価
をいただくことができました。

2．

認証取得にあたって

私ども京急百貨店は、京急グループの百貨店として、
「地域の生活者の生活を支える」商品やサービスを揃

本市では環境センター（廃棄物焼却処理施設）の老

えて提供することが本業ですが、環境保全につきまし

朽化に伴い、排ガス中のダイオキシンの新排出基準へ

ても地域企業の社会的責任として取り組もうと考えて

の適合、さらに資源循環型社会に向けたごみの再資源

おりました。一方、当社を支える社員は、親会社京急

化機能の向上を目的に新施設の建設に取り組み、昨年

電鉄からの出向者に加え、開店スタッフとして入社し

12月から稼働を始めました。

た百貨店、量販店、専門店などの様々な経歴の経験者、
京急百貨店の開店前年に入社した1期生と、開店後に
入社した新入社員の
土

混成部隊

で、いまだ

これに先立ち、一昨年4月より全市で資源ごみの分

新規内部監査員研修（2003.1.14）

別徹底を図ってきましたが、このようなごみ処理を始
めとする環境保全活動に一方的に住民の理解や協力を

企業風

求めるだけでなく、まず市職員の率先垂範が大事であ

形成の途上にあります。
環境配慮商品ギフト（歳暮期）

こうした当社の状況から、環境保全活動への取り組

質

るという観点から、環境マネジメントシステム

4．

取得の成果と今後の課題

のです。

作りも取得動機として活動を開始いたしました。

4．

百貨店は、有害物質の廃棄などの差し迫った環境リ

3．

14

図工の授業「材料を活かして（リサイクル
工作）
」
〔大宝小学校 3年〕

（EMS）の導入およびISO14001の認証取得に至ったも

みに加え、環境を題材としながら、本業に活かせる世
界標準のマネジメントシステムを学び、 企業風土･体

幼稚園の運動会での親
子ゴミ分別競技
〔治田東幼稚園〕

認証取得への取り組みと継続的改善

継続的改善に向けて

スクが少ないこともあり、環境への意識が薄くなりが
ちでしたが、ISO認証取得へ向けた活動により、廃棄

地域における最大規模の事業者である自治体職員と
して、一人ひとりが常に環境影響を考慮しながら各種

環境活動は、平成12年10月1日の社長によるキック

物の計量や包装紙の使用量の数値把握を通じて、削減

オフ宣言を皮切りに開始し、翌月には、マネージャ以

への目的意識が定着したほか、食品リサイクル法の施

上の全管理職を対象とした管理職研修を実施し、さら

行にいち早く対応して生ゴミリサイクルを開始できた

には、環境管理責任者と各役員をはじめとする全部門

などの成果がありました。

長の参加による「構築者研修」を実施いたしました。

今後は、本業の利益拡大にも直結する環境商品の開

また、「内部監査員研修」についても内部監査員候補

発と販売の拡大を目指すとともに、環境で学んだ

であるマネージャクラスの推進リーダーばかりでな

PDCAサイクルを本業のマネジメントに活かせるよう

く、環境マネジメントシステムへの理解を深めること

努めてまいります。

2002年12月より稼働中の
新環境センター

施策を進めるとともに、市民および事業者を巻き込ん
だ活動とするため、現在、環境基本計画の策定にあたっ
ています（策定後は、EMSにより推進を図る予定です）
。

3．

栗東市のＥＭＳの特徴

これだけにとどまらず、
「行政は市民へのサービス
業である」という視点で、内部環境監査や経営層の見

環境負荷の軽減のためには、省エネ・省資源などの
オフィス活動が重要です。しかし、本市ではそれ以上

直しを充実させ、EMSの手法によりさらなる業務改
善に取り組んでいきます。
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3規格の複合審査
認証への取り組み

共通要素の
統一

品質

4

■株式会社富士通ITプロダクツ
品質保証統括部

方針展開
文書管理
内部監査他

ISO担当部長

城石 信一 様
環境

お客様に満足して
いただけるサ−ビスを
実践するために
■株式会社ロワジ−ル・ホテルズ沖縄

労働
安全衛生

総務部長（兼）経理情報部長

松尾 博之 様

統一されていませんでした。そこで、今後ともお客様
に満足していただけるサービスを継続していくため
に、品質管理や顧客満足の部分をISOの手法に求めた
のです。

3．

取り組みによる成果

お客様に満足していただけるサービスを実践するに

１．

はじめに

新しい仕組みを作り、周知させていくためには、組

１．

はじめに

は、顧客満足度の調査は必要です。従来から、レスト
ランをご利用いただいたお客様へのアンケート、宿泊

織的なPDCAを積極的に回す必要があります。
株式会社富士通ITプロダクツ（本社：石川県宇ノ気

当社では社長を委員長としたISO推進委員会を毎月

ロワジールホテルオキナワは、平成5年2月に設立さ

されてお帰りになってからのアンケートなどを実施

町）は、富士通グループの工場再編で、富士通沼津工

行い、下部組織である3MSのワーキンググループや各

れ今年で満10年が過ぎました。当ホテルは那覇市内の

し、サービス改善の参考としていました。しかし、そ

場、長野工場、熊谷工場およびPFU笠島工場のコンピ

部の推進状況を報告すると共に、問題点に対する取り

西部に位置し、那覇空港から車で10分という、アクセ

れらとは別に、スタッフが直接お客様から頂いたお言

ュータシステムの製造拠点を統合して昨年4月1日に設

組みの検討と改善の方向付けを行ってきました。

スで優れた面を持っています。また、419の客室・海

葉を記録として、自分自身でカード（＝お客様のおこ

この推進体制により、一歩一歩、前進した取り組み

沿いに面しているロケーション・敷地内から湧き出る

とばメモ）に記入することを始めました。これは、常

ができるようになり、何とか12月の複合本審査にたど

天然温泉を利用したアミューズ施設など、シティであ

にスタッフがお客様の立場になって行動できるかをチ

りつくことができました。

りながらリゾートとしての機能を兼ね備えています。

ェックする方法にも利用できます。したがって、お客

立いたしました。
会社設立と同時に品質、環境、労働安全衛生の3規
格の複合マネジメントシステム（以下、3MS）を利用
した工場運営を目的として掲げ、活動を推進してまい
りました。

率よく、職場審査がバッティングしないように、審査

2002年12月18日〜20日の3日間で3MSの複合本審査
を経て、約9ヶ月の短期間で認証登録を受けることが
できました。

する側と審査される側の観点で、本審査の直前まで

のことです。
【複合審査認証規格】
･品質MS：ISO9001:2000･JISQ9001:2000

良い複合審査の特徴を出すことができました。

我々のサービスに対していかにお客様のお言葉を引き
ホテルにおける品質とは、ホテル施設（客室、レス

これからのホテルサービスの真価が問われるところだ
と思われます。

うサービスも含まれます。具体的に言うと、宿泊予約

お客様のニーズは多様化しており、
「十人十色」で

もあり複合審査の醍醐味を感じました。

の受付、また予約の問い合わせへの対応、フロントで

はなく、
「一人十色」とも言われています。一方的なサ

のチェックイン、客室の清掃、消耗品の補充作業、レ

ービスはお仕着せであり、お客様にとってはありがた

ストラン・宴会場でのいわゆるサービスなど、我々で

迷惑の場合もあるのです。人の心は、その時々でも変

は通称『お出迎えからお見送りまで』と位置づけてい

わることから、サービスする側はどのようなケースに

ます。

も対応できる訓練と心構えが必要なのです。

3．

取り組みによる成果

我々は設立当初から社員それぞれのノウハウや、そ

3規格を同時に認証という全社一丸となった目的

れらを取りまとめたマニュアル的なものでお客様に対

を掲げ、取り組みを実施した結果、全従業員の意

してサービスを実践してきました。しかし、いくらす

識が統一方向に変わっていきました。

ばらしいマニュアルがあっても、それを確実に実行し、

お客様の期待度を理解することが、サービス品質向

3MS関連規格の共通化に取り組み、規格数の削減

その記録または再発防止に向けての改善策など、系列

ルは、お客様が何を期待して来館されるのかをできる

やシステムのスリム化を図りました。

だったものがなくてはお客様に満足していただけるサ

だけ明確に把握する必要があります。設定されたサー

ービスは行えないのです。また異動者や新入社員に対

ビスは常に一定のレベルを維持しなければならない均

する引き継ぎや教育について明文化されたものがなく

質性が必要です。お客様にとってサービスのレベルは

（3）活動内容の統合による効率化
内部監査を共通に行うなど、活動内容にも見直し

いつも同じです。供給者（ホテル）側の内部事情は関
係ありません。従業員によって提供するサ−ビスにム
ラが生じることは許されないのです。
「目線は常にお客様。お客様の立場になって行動せ

統合前に4工場がそれぞれ固有で運用していた仕組
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今後の抱負について

上のための重要なポイントです。受け入れる側のホテ

4． 今後の取り組み

規格づくりにおいては「無駄を省きスリム化する」

4．

また、お客様からのクレームに対しても迅速な対応や

（2）関連規格の共通化による相乗効果

認証取得への取り組み

「ISOを使って融合を図る」ことです。

出すか、またそのお言葉に対してどう対応できるかが、

トラン、プ−ル、電気、水道、ガス、空調、入浴施設

を行い、効率化を推進しました。

みを、いかに早く融合させるかの一つのキーワードが

す。
「見えないクレーム」という言葉があるように、

など）はもちろんのこと、それらに伴うスタッフが行

（1）新会社としての従業員意識の融合

2．

持ちを持たなければ、このカードは記入できないので

経営者インタビューは3MSの審査員総勢8名が一同

成果として、以下の3点が挙げられます。

JACO福島社長
から複合審査登
録証明書を授与
される（株）富士
通ITプロダクツ
廣澤社長

ホテルサービスにおける
ISO9001/2000年版認証取得の意義

に会して横通しで実施されましたが、すごく、威圧感

･環境MS：ISO14001:1996･JISQ14001:1996
･労働安全衛生MS：BS8800準拠JACO規格

2．

JACO様とレビューさせていただきました。
その結果、共通要素の合同審査実施により、効率の

3MSの複合審査認証登録はJACO様では初の試みと

様からのクレームやアドバイスを謙虚に受け止める気

3規格同時の審査プログラム作成にあたっては、効

よ。」という我社のモットーにもあるように、多種多

4工場の統合に絡めた3MSの融合は、まだまだスタ
ート段階であり、継続的な改善が必要です。
ISOを利用した工場運営、3MSの相乗効果の更なる

ことを目的に、3MSの共通要素の考えを統一して相乗

向上、細部にわたる共通化も併せて、今後の課題とし

効果を出すべくを構築しました。

て全社一丸で取り組んで行きます。

JACO福島社長から
登録証を授与され
るロワジールホテ
ルオキナワ阿形社
長（中央）と新城総
支配人（右）

様化するお客様のニーズにいかに敏感に反応できるか
が、生き残りの術でもあると言えます。社長から現場
の一人ひとりに至るまで、全員共通の認識としてISO
に対して取り組んでいきたいと考えています。
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●

JACO紹介

J
A

ＪＡＣＯでは審査・登録などの過程で、認証関連スタッフ、教育・研修関連スタッフ、業務関連スタッフと社内各
部署にわたり総力をもって皆様の認証取得活動のお手伝いをさせていただいております。
このコーナーでは、ＪＡＣＯが認証を取得される皆様にとってよきパートナーとしての存在でありたいと願い、各
スタッフをはじめＪＡＣＯについてよりご理解をいただけるよう皆様にご紹介をしてまいります。
今回は関西支社のメンバーをご紹介します。

C
O
紹
介
［左から］松本さん 丸岡さん 小佐さん

関西支社
関西支社は総勢31名で西日本地区の営業、審査および関西支社でのセミナーを実施しています。

地大 英毅 関西支社長から一言

佐藤さん

近藤さん

小平さん
（品質認証部）

［後列左から］斉藤さん 高橋さん

関西認証部

審査登録にかかわっている人間にとって、もっとも重要
な事は「周りへの心配り」であると思います。関西支社
のメンバー（営業部・認証部・技術部、ジェイコマネジ
メントシステム）も、各自ができる範囲で次のことを主
眼に、より一層「周りへの心配り」ができるように努力
しています。

牧川副部長

中村さん 伊藤さん
［前列左から］迫さん 山下さん

［株式会社 ジェイコ マネジメントシステム（JACO・MS）
］

●健康 （K）で明るく
●気配り（K）を忘れずに

3K に注力

●謙虚 （K）な態度で
上記3Kの姿勢と日頃からの審査関連知識のレベルアップ
により、JACOが目指す「最上級のISO」の実現に向けて
取り組んでいます。

セミナー講師グループ
［左から］
溝口さん 島本さん
松嶌さん 西山さん
吉村さん 佐野さん

関西営業部
大和 眞賢 関西営業部長から一言
関西営業部は部長以下7名の男子
社員と女性社員2名の9名で登録
業務を除く営業業務を少数精鋭

審査員グループ

主義で頑張っています。「西日本
地区営業センター」として、CS
をモットーに皆様方からのご要
望にお応えしてまいります。

［後列左から］
藤本さん 永瀬さん 長井さん
井村さん 吉村さん（牧川副部長）
［前列左から］
浅田さん 嶋谷さん

［後列左から］渡邉さん 丸橋さん 上田さん 川手さん 藤井さん
［前列左から］松本顧問 大和部長 間谷さん 騎馬さん
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石田さん

焼野さん
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