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人と丸い地球が向き合っているようにも見えてくる。
人と環境のいい関係にまでイメージが広がるのだ。
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にも思います。

11月16日をもちまして、会社創立10周年を迎えまし

1997年には日本の認定機関であるJAB（日本適合

た。これもひとえにご関係各位のご支援のたまもの

性認定協会）からの認定を受けるとともに、品質マ

と心より御礼申し上げます。

ネジメントシステムの審査登録、環境・品質の審査

JACOは、1994年、三洋電機株式会社、シャープ

員研修機関としても活動を始めました。また、電

株式会社、ソニー株式会社、株式会社東芝、日本電

機・電子メーカーを始めとする日本企業の海外進出

気株式会社、株式会社日立製作所、富士通株式会社、

に合わせ、海外での審査登録やセミナーも開始しま

富士電機株式会社、松下電器産業株式会社、三菱電

した。1999年には労働安全衛生の審査登録を開始、

機株式会社の日本を代表する電機・電子10社と、日

2001年には情報セキュリティ審査
（ISMS Information

本電機工業会（JEMA）、電子情報技術産業協会

Security Management System）
登録をスタートする

（JEITA）の2工業会の環境の責任者が集い、将来の

など、社会のニーズに応えて参りました。そして、

企業における環境問題の取扱いについて議論する

本年7月には京都議定書に盛り込まれたクリーン開

中、当時ISO化が検討されていた、環境マネジメン

発メカニズムおよび国内の温暖化ガスの有効化検証

トシステムの第三者認証を目的とする会社を電機・

を主たる業務とする株式会社JACO CDMを、電

電子10社および2工業会が協力して設立し、地球環

機・電子はもとより、建設、電力、通信等広範な業

境に貢献していく旨が合意され、発足いたしました。

種の有力企業にも出資をいただき設立をいたしまし

当時以来、地球環境問題は、有機水銀中毒による

た。京都議定書はロシアの批准が決定したことで、

水俣病、排気ガス汚染による四日市市ゼンソク等々、

発効に向けて前進し、温室効果ガス削減の第三者認

いわゆる公害という地域限定問題から、フロンガス

証による評価検証事業も活発化することでしょう。

によるオゾン層の破壊、炭酸ガス排出による地球温

更に、新しい審査方法としての群審査や複合審査

暖化問題、国を越えた有害物、廃棄物問題などを世

の実施に加えて、品質部門におけるセクター規格に

界規模さらには地球規模でとらえるべきとの考えが

いち早く対応し、特に電気通信や自動車また食品関

加速し、企業・組織にとっても、環境保全という

連の業種についても、積極的に推進しています。

「環境すなわち負の遺産」という次元ではなく、まさ

21世紀に入って経済最優先社会から持続可能社会

に経営の中心課題つまりは環境経営としてとらえて

へとの認識が定着しつつあります。企業の社会に対

いかなければならない時代となって参りました。

する責任も経済・環境・社会すべての側面で問われ

1994年の創立時にわずか10名強のメンバーでスタ

る時代となりました。このような背景の中で、欧州

ートしたJACOは、大きな時代変革の中で、環境、

や日本でも取り上げられることが多くなった「企業

品質マネジメントシステムの第三者認証を中心に、

の社会的責任
（CSR）
」についても注目しています。

順次業容拡大を推し進め、現在従業員数210名を数
■ お知らせ

伊藤 信久

伊藤 信久

今燃えているのはJACOだ

営業部長

代表取締役社長
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株式会社日本環境認証機構 代表取締役社長
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えるまでに成長して参りました。

これからもJACOは、第三者認証の存在意義の再
認識さらには再構築も視野に入れ、真に経営に役

創立当初は、いち早く認証登録の基盤整備に取り

に立つ第三者認証を通じて、今後も皆様のご期待に

組み、審査登録機関として、英国認定機関UKASか

応えて参りたいと存じます。これまで同様に皆様の

ら英国外では初めて認定を取得しました。当時

暖かいご支援をたまわりますよう、お願い申し上げ

UKASとの折衝と、審査の基準やツールを構築して

ます。

くれた創立メンバーの努力に感謝すると同時に誇り
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今燃えているのはJACOだ

『環境経営』
とJACO

日本原子力発電株式会社
相談役

阿比留 雄 様

11月16日に創業10周年を迎えられたJACOさん、本当におめでとう
ございます。頑張りましたね。

特別寄稿

JACOに
期待する!

取締役執行役員副社長

島 弘志 様

最近では、国際標準化機構（ISO）や日本工業規格
（JIS）のことが新聞に載らない日はないと言っても過言

を環境管理に導入しようとするもので、見事にその競
争原理が働いたといえるのではないか。

「地球と社会そして人々が必要とする、環境と品質および労働安全

ではない。これも品質マネジメントシステムや環境マ

ところで、件数が世界第一位とはいえ、まだ単に認

衛生の向上のために、あらゆる努力を傾注する」を経営理念のベース

ネジメントシステムの規格がISOで発行し、認証登録

証取得のための形式主義にとどまっており、内容を重

としてJACOは必死になって審査登録機関としての実績を積み上げて

制度がスタートして以来のことと思われる。その昔、

視した実質を追及するには至っていないといった批判

きました。JACOの設立時から、私は第三者審査機関としての透明性

政府で標準化行政に携わっていた一人としては今昔の

も見られるのも事実である。規格がマネジメントシス

を確保するための運営委員会の委員を、東大（当時）の茅 陽一先生と

感を抱かざるを得ない。そしてまた、当時ISO会長で

テムの構造を規定し、実態は目標の設定から始まり継

二人で引き受けさせていただいております。失礼な言い方で申し訳あ

もあられた故山下 勇氏は、認証登録制度は国営ではな

続的改善を通じてレベルを上げていくという企業の自

りませんが、このベンチャー企業が今日のように素晴らしいJACOに

く民営であるべきであり、またできれば政府各省庁の

主的判断・活動に委ねていることからくるある意味で

成長するとは、当時想像し難かったと言うのが本当のことです。

諸規制の工場審査をこの制度で置換させていくべきで

の必然であって、この批判はある程度当たっていると

そもそもJACOの設立に至るまでの経緯からもそう思うのがむしろ

ある、という考えをお持ちであったが、その考えに共

言えよう。しかし、環境への取り組みを各種の規制、

当然でした（この間の経緯については、
「ISOを切り拓いた人たち、福

鳴して初期の制度設計に当たっていた一人としても誠

基準を遵守するといった受動的活動から、あるいは工

島前社長対話」―アイソムズ2004年8月号参照）
。とにかく五里霧中の

に感慨深いものがある。

場レベルに留まっている限定的活動から、内外のグル

環境の中でJACOがいち早く審査機関として設立され、行方の見透か

今や日本の環境ISOの認証登録件数は世界第一位に

ープ全体で取り組むべき大きな経営課題として積極的

せない荒波の中を漕ぎ出たわけですね。しかし、その後の活躍が目覚

なっているが、時代下って環境ISOの運用やチェック

に位置づけ、サプライチェーンにも働きかけ、あらゆ

ましかったことは関係者がよく承知しているところです。

をする立場になった当初（90年代半ば）は、これがこの

る企業活動の中で環境を意識した取り組みを展開し、

こうして設立運営されたJACOが今後決して忘れてはならないこと

ような速さで伸びていくとは正直思ってもいなかった

社会との双方向コミュニケーションを目指して色々な

は、第一に、前述したJACOの経営理念を今後とも引き続き忠実に頑

ものである。それはこの規格の本質と関係がある。環

模索を行うという、まさに『環境経営』へと進化させ

固に守っていくことです。たとえば競争と言う名の下に低価格で粗雑

境ISOは、環境問題に取り組む企業の活動成果の具体

ている企業もそれなりに見られるのである。ここに至

な審査をすることが許されないことは当然です。そもそも企業にとっ

的数値についてはなんら定めることをせず、それは企

り、私は審査登録機関の役割はかなり重大であると考

て理念とは、その企業が顧客や社会に対して持つ関係や提供価格につ
・・・・・・・・・・・・・・・・
いての概念を凝縮したもので、勝ち負けを顕すものではありません。

業自らが目標を設定し達成していくという「自主性」

えている。誤解を恐れずに言えば、企業と審査機関の

を特徴としている。そして第二にその活動振りを誰の

共同作業は今後の進展のための欠かせない要素の一つ

経営理念を貫いていけない企業には存在価値がありません。

目にも見えるようにする「客観性・透明性・公開性」

であると考える。企業の努力はもちろん大前提として、

第二に、JACOが単に審査業務の処理機関であるだけでなく、環境

を重視している。こうしたコンセプト−法規制による

審査機関の 腕 も大変に物を言うこととなろう。

をはじめとする組織や経営に絡む問題の解決をリードしていく先進企

強制力ではなく、社会的監視のもとでの自主規制−は

そしてもう一点。少なくとも環境については、おそ

業になってほしいと思います。新しい問題にどんどん取り組んでいく

日本的風土と組織の中では（現時点においても）かなり

らく地球環境問題が大きく問題視されたのとそれほど

ことです。そんなにやり切れないとぼやくことはないんです。どんど

異質なものであり、事実、守るべき具体的数値を定め

時間遅れなく環境ISOが検討・発行されたために、今

んやるんです。

てもらった方が楽だとの声が多くの企業で挙がったも

のところまだ未熟とはいえ、企業の実態としての環境

のである。

マネジメントと環境ISOの要求するマネジメントシス

第三に、JACOを支えるのは社員です。社員はJACOの宝です。だ
から社員のモラール、知識、技術の向上にこれからも一層目を向けて

しかし現実には企業はまるで競うように認証を受け

テムの構造が、一体として機能しているという点をこ

ほしい。特に事業の拡大につれて、これから入社してくる方々は、創

始めた。この理由は皮肉にもその異質なコンセプトそ

そ評価するべきではないかと考える。この両者が乖離

生期にJACOに関与された方とは異なっていると思わなければなりま

のものにあったように思う。企業はさまざまな競争の

していたり（品質についてはこの懸念が指摘される）、

せん。その一人一人に創生期の方々の情熱や技術をいかに伝承してい

もとで市場原理による選別・淘汰の過程にあるが、環

乖離する可能性が出てきたときに、審査登録機関はい

くか、そうしてその方々が一日も早く先駆者としての自覚を持ち夢と

境も企業を選定する基準のひとつになり、企業の環境

かにしてそのことを発見し 、そこにどの程度踏み込ん

希望を抱いて毎日毎日が喜びに溢れるJACOを創り上げる、その結果

問題への姿勢、環境保全活動への取り組み自体が顧客

でいけるか、いくべきかということが大きな課題では

や社会からの評価の目に晒されるようになった。環境

ないかと考えている。

今燃えているのはJACOだ
す。
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株式会社 山武

と言う評判が立つことを切に期待しま

I S O の「自主性」、
「透明性」も見方を変えれば市場原理
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JACO 10年の歩み
1999

2000

2002

2004

平成 9 年

平成 11 年

平成 12 年

平成 14 年

平成 16 年

［5月］
ＵＫＡＳから品質審査登録
機関として認定取得
［10月］
ＪＡＢから環境審査登録機
関として認定取得
［11月］
海外における審査およびセ
ミナー開始

創立当初の社内研修の様子（1994年）

1994

1997

［2月］
労働安全衛生審査登録開始
［3月］
JABから品質審査登録機関
として認定取得
［10月］
株式会社ジェイコ マネジ
メントシステム（JACOMS）設立

1998
平成 10 年
［11月］
ISO友の会設立

［4月］
群審査開始
［5月］
JABから品質審査
員研修機関として
認定取得

1996

平成 6 年

［4月］
株式会社 日本情報セ
キュリティ認証機構
（JACO-IS）設立

2001
平成 13 年

1995
平成 7 年

［4月］
関西支社設立
［10月］
品質審査登録開始
［12月］
ＪＡＢから環境審
査員研修機関とし
て認定取得

平成 15 年
［8月］
CDM事業開始

［1月］
JACOプラザ金沢設立
［10月］
QS−9000審査登録
開始
情報セキュリティ審査
登録開始

CDM事業：インドネシア
現地調査（2004年）

平成 8 年

［11月16日］
電機・電子10社および2工業会の支援
により株式会社 日本環境認証機構
（ＪＡＣＯ）設立

2003

［6月］
名古屋営業所設立
ＣＳセンタ設立
［7月］
株式会社 JACO CDM設立
［8月］
判定委員会開催累計が
500回を超える
［11月16日］
JACO創立10周年

化学薬品、化学製品及び繊維
ゴム製品、プラスチック製品
59
185

関西支社開設式
（1996年）

基礎金属、加工金属製品
261
その他
633

ＵＫＡＳとの打合せ
（1996年）

JACO友の会
（第六回総会：2004年）

機械、装置
182

その他の社会的・
個人的サービス
210

［2月］
環境セミナー開始
［3月］
ＢＳ7750による環境審査登録開始
（第1号ソニー幸田株式会社）
［11月］
ＵＫＡＳから環境審査登録機関とし
て認定取得（イギリス国外で初めて）

公共行政
162

合計
3,244 件

電気的及び
光学的装置
729

情報技術
106
輸送、倉庫、通信
137

卸売業、小売業、
修理業 471

04年9月
3,608件
その他の社会的・
個人的サービス
9

公共行政 5
情報技術 13

他の分類に属さない製造業
5
化学薬品、化学製品及び繊維
20
ゴム製品、

建設 3

●JAB公表データ（重複登録を含む）

603
1,771

機械、装置
50

再生業 2

821

■ JACO業種別登録件数の変化
（ISO14001+ISO9001）

加工金属製品
24

卸売業、小売業、修理業 17

899

再生業 147

2,334

プラスチック製品
19
基礎金属、

輸送、倉庫、通信 9

2,934

建設
326

380
1,293
開講当初のJACO環境セミナー（1995年）

99年9月
592件

電気的及び光学的装置
392

2,345

235

2,113

910
1,731

130

■JACO認証登録累計件数の推移
279

ISO 9001
ISO 14001

23
96年3月

6

1,058

471

92

97年3月

17

2
90

59

262
98年3月

1,391

780

412
99年3月

00年3月

01年3月

02年3月

03年3月

04年3月

04年9月
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私たちはJACOを応援しています!
「一人の100歩より100人の一歩」を合言葉に
全員参画でＥＭＳ活動を推進
■株式会社山善

執行役員経営企画本部長（環境管理責任者）清木

日本テレビワーク24のISOの取り組みについて
■株式会社日本テレビワーク24

勝彦 様

営業管理部

荒井 恭子 様

社を選定、最終的に、全国展開され、実績豊富なJACO様

1. はじめに

にお願いしました。これがJACO様と当社の初めての出会

JACO様の創立10周年まことにおめでとうございます。

いとなったわけです。初の受審に不安もありましたが、そ

また、このたびは、こうした記念すべき号に、当社の

の時の担当主任審査員氏が、私たちの不安を吹き飛ばして

EMS活動をご紹介いただける機会を得ましたこと、まこと

くれました。氏は、指摘に対する私たちの質問に対して、

に光栄であり、心より厚くお礼申しあげます。

私たちのレベルに合わせるように、規格の難解な要求事項

当社では専任者を配置したわけではなく、日々の業務を行

株式会社日本テレビワーク24は、日本テレビの本社ビル

いながらの挑戦でしたので、その作業の多さに現場は混乱

「日テレタワー」を中心に関東圏内各所でビルの清掃・警

し、ISO取得の目的さえも見失いかけました。当初からISO

備・設備等を行っているビルメンテナンス会社です。東京

は「文書が多すぎ、管理のための管理になりがち」という

都港区にあります「日テレタワー」では20代〜30代の若い

デメリットがあると耳にはしていましたが、本当にこのシ

山善（社長・吉居 亨）は、工作機械、産業機器、機械工具

や用語を平易な言葉で分かりやすく丁寧に説明され、理解

等の生産財と住宅機器、家庭機器等の消費財を扱う専門商

させようと努力されていました。
「なにも大上段に構えるこ

女性を主としたクリーンスタッフ

が活躍

ステムは形骸化し、単なるお飾りになってしまうのではな

社として業界トップクラスを自負しております。1947年5

とはない。地球に優しいことを出来ることからやればいい」

し話題を呼んでいます。また、一般家庭のハウスクリーニ

いかと思うことも多々ありました。しかし、進めていくに

月、大阪市西区立売堀に設立し、73年には、創業者山本猛

―この日から、私たちの不安が自信に変わったように思い

ング業務は先日テレビでも放映され、大変反響を得ており

つれ、業務上あいまいになっていた部分がすべて洗い出さ

夫（＝故人）をモデルにした連続TVドラマ「どてらい男」

ます。勿論、マニュアルや規定でうたったこと、為すこと

ます。

れ、手順が明確になり、責任や権限がはっきりしていくこ

がフジテレビ系で放映されたことがあり、ご記憶の方もい

が規格の要求事項を満たし、すべてにおいて整合している

らっしゃることと存じます。

こと。これが外れている場合には、とことん矛盾を突くと
ともに、私たちが納得するまで議論をしてくださいました。

2. JACO様との出会いで不安が自信に

経営の本質につながるような指摘もあり、 目から鱗 を幾

当社は、地球世論が高まる中、
「環境に配慮しない企業は

度となく味わいました。こうした審査員の真摯な姿勢と受

生き残れない」という危機感から、環境問題を経営の重要

審企業の体質に合わせた柔軟性、これこそがJACO様のオ

課題の一つと位置づけ、98年、大阪本社に経営企画部を中

ーダーメイド審査のあり方だったのではないでしょうか。

心とした「エコ委員会」
（現在のEMS推進委員会）
を設置し、
EMSの構築とISO14001の認証取得を目指しキックオフし

3. 進化する当社のEMS

セルヴィール

とにより、社員全員の意識が高まっていくのが手に取るよ

2. ISO9001取得の動機

うにわかりました。

今回のISO9001は当社で一番大規模な現場である「日テ

審査機関の選定に関しては「とにかく信頼のおける会社

レタワーのビル清掃業務およびその付帯業務」を対象とし

にしてほしい。
」とコンサルの方にお願いしたところ、JACO

ました。取得の動機は以下の4点です。

さんを紹介していただきました。
「JACOさんなら丁寧に審

① ビジネスチャンス拡大のため。

査していただけるので心配しないで大丈夫。
」と言われてい

② イメージアップのため。

たものの、やはり初めての審査でしたので不安でいっぱい

③ システムに問題がないか第三者によるチェックを受ける

でした。受審するまでは咳払い一つできない冷淡な雰囲気

ため。

を想像していましたが、いざ始まってみるとJACOの審査

ました。当初は、右も左も分からない者どうしの集まりで、

「一人の100歩より100人の一歩」を合言葉に全社員で取り

専門書やビジネス誌から習得した知識はあっても、EMS構

組み、おかげさまで00年3月、大阪本社サイトで念願の

築の体系だった取り組み方が分からず、試行錯誤の繰り返

ISO14001の認証を取得することができました。翌年3月に

しでした。何回目かの集まりで、
「もう専門家に相談するし

は東京本社、02年3月には全国の事業所(58ヵ所)にサイトを

かない」との結論に達し、某コンサルタント会社の教えを

拡大しました。今では、全社員が環境活動を日常業務の一

請うこととなりました。経営企画部に環境全般を見る専門

環として取り組み、学んだPDCA手法を部門経営に活かし

部署「環境・MR推進室」を設置したのもこの時期でした。

ています。初期の取り組みは、ペーパーレスの推進、電気

環境側面抽出や環境影響評価等、コンサルタントの厳し

使用量・廃棄物の削減などオフィス活動が主でしたが、現

く画一的な要求に辟易しながらも、数回の講義を受講しま

在は、専門商社の強みを活かし、環境優良商品の提案・販

した。なんとかマニュアル作成など準備も進み、99年、予

売等、ビジネスを通した外向きの活動に切り換えつつあり

行審査を受審することになりました。審査は、審査機関数

ます。お得意先からの相談も多くあり、啓蒙の一環として

本年6月10日に無事認証を取得し、JACO本社にて授与式

体験談を交えてのアドバイス等、可能な限り対応させて頂

が行われ、その足で親会社である日本テレビ放送網株式会

いております。

社へ取得を報告しに行きました。するとこちらが想像して

本年度から当社のEMSは6年目に入りました。IT導入、環

員の方々は皆様とても親切で驚きました。黙々と不適合の
みを指摘するのではなく、良い点は賞賛していただき、時

3. 取得の経過と審査
取得にあたっては、まず2004年2月初旬に取得の話が持
ち上がり、社内で検討され3月より正式スタートしました。
4月上旬に第1回内部監査、中旬に文書審査、5月中旬に第2

にはISO規格そのものの解説をしていただいたりと、審査
といえどもとても勉強になりました。
JACOさんを紹介していただいて本当に良かったと思っ
ています。

回内部監査が行われ、もっとも多忙な期末
（3月）
を挟んだに
もかかわらず、わずか3ヶ月で本審査を迎えました。

4. 取得の効果と今後の課題

いた以上に成果を讃えていただき、役員会でも発表され、
結果日本テレビの社内表彰を受けることになりました。そ

大等、当社のEMSは着実に進化しています。そして、現状

して今日でもグループ会社からISOについての問い合わせ

を目指して参ります。
最後になりますが、JACO様には今後とも当社の良きパ
ートナーとして暖かく厳しいご指摘をお願い申し上げます
大阪地区の環境大会（方針発表会）
当社では、年2回、各母店で環境大会を実施し、部門環境責任者が部
門の取組方針や実績を発表し、部門相互の活動を確認し合っています
（写真左は、環境委員長の吉居社長）

④ 各業務の統一を図るため。

境ホームページの運営、環境展の開催、環境優良商品の拡
に満足することなく「有言実行」でさらなるレベルアップ
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しかし、すべてがスムーズに進んだわけではありません。

1. はじめに

が来るなど、社会的反響の大きさを実感しております。
今後は文書のIT化を進め、無理・無駄を無くし、更なる
品質の向上と顧客満足度の充実を図りたいと思います。そ

とともに、JACO様が次の20年、30年に向けて、益々ご発

してJACOさんと共に社が発展していければと思っており

展され、審査員皆様のなお一層のご活躍を心よりお祈り申

ます。

しあげます。

9

私たちはJACOを応援しています!

環境ビジネスとしてのリサイクル事業推進に向けて

品質マネジメントシステムの運用後の成果について

■ミナミ金属株式会社

■近畿電機株式会社

専務取締役

岡村 昇 様

ＩＳＯ推進室長

細見 紘一 様

え、当社では「リサイクルポイント制」によるリサイクル

1. 会社概要
ミナミ金属株式会社(本社：石川県金沢市)は、昭和59年、

内容の指標監視制度を導入し、廃棄物排出量の削減と再資
源化の推進をひとつの流れで監視しています。これにより、

① 継続的改善に対しては、当社の独自性を出したいという

1. はじめに

願望もあり、QMSの活動実績を各活動項目別に、計画

近畿電機株式会社（大阪府和泉市）は、昭和45年設立、

力・実行力・パフォーマンスの観点から定量的に把握を

電話交換機等のリサイクル業として創業し、手作業による

リサイクルの質を向上し、マテリアルとしてのリサイクル

NTT様、住友電工様関連等の情報通信端末機器の修理･保管

行い、それをプロセスごとに数値で評価し向上の有・無

選別・解体を行っておりました。現在ではそのノウハウを

量の増加を図っています。

および通信測定器の設計・製造・修理業務を主に、マネジ

を判断して、傾向分析した情報をインプットすることに

メントシステムISO9001:2000（平成14.3.19）、ISO14001

より、半年毎にマネジメントレビュー会議を実施して、

活かし、廃コピー機や廃パソコン類、廃通信機器類等の手
選別・手解体を主体とする産業廃棄物処理業者として、リ

（平成14.12.11）を取得・構築して運用を行っています。

●当社流のリサイクルポイント算出式

評価分析結果をレビュー、更なる改善を図れるような、
評価の仕組みを構築・運用しています。

サイクル事業に取り組んでいます。
マテリアル

リサイクル リサイクル重量
ポイント =

フィードストック
リサイクル重量

② また重点事項についても、社長ヒアリングを四半期毎に

サーマル
リサイクル重量

出荷総重量

実施、「課長方針管理プロセス」の進捗状況をP・D・

100

社長とのヒアリングの模様
（課長方針管理プロセス）

C・Aで回し継続改善のスパイラルアップを図っていく
仕組みを作り、また、社員の名札に「年度・課長目標」
を明記しています。

ISO14001認証取得前と比較すると、当初の目的どおり信

③ 社内のコミュニケーションの向上のために、ISOニュー

頼度も格段に向上し、委託契約数や回収量も大きく向上し

ス「かわら版」を月に２回発刊し社員とのコミｭニケー

ました。取引先も大手OA機器メーカー様や大手通信機器メ

近畿電機本社玄関

ーカー様が主で、従来から環境に関して当社に要求される

4. 導入効果

部分も多くありましたが、これらについてもISO14001認証
取得により要求事項の大部分をクリアできるようになりま
本社工場 (石川県金沢市 安原工業団地内）

した。
また、リサイクル率向上への取り組みについても、作業

導入後の効果としては、次の点があげられます。

2. ISO9001認証取得の必要性

① 全員の活動が会社の成績向上につながる仕組みができ、

当社の抱えている問題を明確にして、この変革の時代に

組織の課題が明確に分かるようになり、今まで、個人レ

対応するため、各問題点を何とか払拭しなくてはならない

ベルの知識で手順書・製造・検査等の業務が進められて

の効率化とマテリアルリサイクル率の向上を図ることで、

との思いと、将来の経営基盤を確立する必要性から、

きていましたが、社員全体としての共有化が図れ、検査

一般的に、産業廃棄物処理業者は不法投棄や事業の不透

当社からの排出廃棄物の処理委託費用削減と売却益の増加、

ISO9001（品質）を導入して改善を図ろうという事になりま

不良率においては、5 ％から現在では0.9％に向上し、品

明さ等、悪いイメージがいまだにつきまとっているのが現

さらに事業の拡大と売り上げの増加を実現することができ、

した。

質レベルの顕著な改善ができました。

状です。当社においても例外ではなく、従来は、回収した

まさに環境マネジメントシステムが経営に直結したものと

廃棄物がどのように処理されるのかが外部から見えにくい

なってきております。

2. ISO14001認証取得の意義

部分が現実としてありました。また、OA機器・通信機器類
のメーカー各社や排出事業者が環境への取り組みに注力し

その問題点とは、次のような諸点でした。
① 会社全体の仕事の流れ（体系）がわかりづらい。
（裏をかえせば、働き甲斐が生まれない）

4. 今後の取り組み

② 体系的な人材の育成がなかなか難しい。
（職場によっては、
「仕事は教えるものでない、自分で見

② 社内のコミュニケーションが活性化されてきました。
③ 目的に対する達成意欲、責任と権限が明確になり仕事に
対する意欲が見えてきました。
④ 業務の標準化が図れ、無駄を省く作業ができるようにな
りました。

つつある一方、廃棄物処理業者の環境への取り組みはまだ

ISO14001認証取得により、個々の役割の明確化、体制の

まだ十分とは言えないのが現状です。循環型社会形成の実

整備など、少しずつ形が確立しつつありますが、各責任者

現のためには、廃棄物処理業者ももっと環境への取り組み

の環境への意識はまだまだ十分とは言えず、改善の余地が

を推進する必要があると考えました。

あるのが現状であり、今後の課題として社員教育の充実や

④ 不良品の手直しや苦情の対応が現場の独自判断で処理さ

定量的に把握し評価するシステムが有効的に働き、P・

そこで、外部からの公正な審査を受けることによる信頼

さらなる体制の整備が必要だと考えています。また、社外

れ、現状がトップ（上司）等に伝わらない事例がよく見ら

D・C・Aを回し改善を図ることで、経営的にも寄与でき

度向上、また、情報の発信、開示などの仕組み作りなどを

とのコミュニケーションにおいても受け身である部分が多

れた。

ていると自負しています。

徹底し事業内容の透明化を図ること等を目的として、

く、当社から積極的に環境情報の発信ができるよう企業体

ISO14001の認証取得に踏み切り、2002年6月、本社工場、

制を改善する必要があると考えています。

リサイクルセンター北陸工場においてISO14001認証取得

今後も、当社として環境に対し何ができるかを積極的に

し、2004年7月にはリサイクルセンター東海・関西への認

考え、継続的改善を重ねつつ、環境ビジネスとしてのリサ

証範囲拡大を行いました。

イクル事業をさらに発展させ、循環型社会形成の実現に向
けて取り組んでいきたいと思います。

3. 現在の取り組みと効果
リサイクル業者という立場からの環境へのアプローチと
しては、やはりリサイクル方法の改善が不可欠であると考
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ション・意識統一の共有化を図りました。

て覚えるものだ」と言う意識が強い職場が少なくなかった）
③ 技術力が体系的に標準化されていない。
（個人のスキルになっている）

⑤ お客様からは、品質が良くなったと、各方面から賞賛の
声を頂く等の評価を得られるようになりました。
⑥ 当社が力を注いだ継続的改善事項のパフォーマンス等を

またISO9001取得を契機に、和泉市等主催の「サイエン

3. 実際の取り組み状況

スフェスタ」等への参加や｢ボランティア活動｣で地域交流

「よい品質を提供し続け、お客様の信頼を得る!」を合言

に積極的に寄与したということで感謝状を頂くとともに、

葉に、平成13年に準備委員会を設立して進めてきました。

地域CATVで地元活動紹介の機会を与えていただきました。

当社の弱点でもありますが、機能的に物を構築するという
文化に弱く、またノウハウも乏しく試行錯誤の状態でした

5. JACO様への期待等

が、平成13年7月15日からの試行実施を経て、平成14年3月

JACO様の各審査が、公正かつ要求事項に忠実に実施さ

19日に念願のISO9001：2000認証を取得することができま

れ、現場に即したQMSの確立・運用することができました。

した。

今後とも、公正で経営に役立つ、顧客に応じたきめ細かい

取り組み状況の特徴としては、

審査・ご指導をよろしくお願いします。
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創立10周年を迎え、JACOグループではさらにお客様のご期待に

お客様、
JACOはこうします！ お応えできるよう、決意を新たに取り組んで参ります。

JACO審査の基本姿勢について

4. JACOの審査費用の妥当性
審査費用に大きく影響する「審査工数」は、IAFガイダン

取締役 認証本部長／株式会社ジェイコ マネジメントシステム(JACO-MS) 代表取締役社長

スにより組織の規模、環境負荷に応じて標準が決められて

岡 光宣

JACOでは下図のような審査方式を用意しています。特に、
「群審査」はJACOが独自に開発したものです（特願 2000‐
284036）
。企業の経営形態、管理形態に応じた最適な審査方
式を選択していただけます。

います。従っていずれの認証機関においても、IAFガイダン

はじめに

スに基づく限りにおいては基本的に「審査工数は同じ」で

2. 経営に役立つ審査

す。以前は他の認証機関の多くがドラフトに基づく審査工

JACOは1994年に創業し、まず環境について認証業務を開

JACOは「経営改善」に寄与できる審査を基本方針として

数を導入せず任意に工数を設定していたため、審査工数や

始しました。1996年には品質、1999年に労働安全衛生、

います。審査の基本はISOの規格要求事項への「整合性審査」

審査費用に大きなばらつきが生じていました。JACOの審査

2001年に情報セキュリティ、2002年に品質の自動車関係セ

です。しかし多くの経営者はマネジメントシステム
（以下

費用は概してリーズナブルであるにもかかわらず、他の審

クター規格QS9000の審査、2003年にはCDM事業へと拡大

MS）
を経営改善のツールとして位置付け、少しでも経費節

査会社との比較においてJACOのコスト高のイメージがあり

し多方面のニーズに対応して参りました。

減、売れる環境配慮製品の開発あるいは社員の環境意識向

ました。しかし、今後は認証機関間の審査工数のばらつき

審査にあたっては当初から首尾一貫して、
「審査の質」を

上など様々な目的で経営に役立つMS（= MSの「有効性」）を

も少なくなり、JACOの審査工数（費用）の割高感はなくなる

最重要課題としてIntegrity『正直・高潔・誠実』をモットー

強く要望されています。JACOはそのようなお客様には多少

でしょう。高すぎもせず、廉価版でもない適正なコストで

として取り組んで参りました。

辛口の審査・指摘をさせていただいております。また、

最良の審査を提供するという最上級のコスト／パフォーマ

JACOの主任審査員は全員管理職経験者で、原価意識も高く、

ンスで顧客満足を得たいと考えています。

JACOの審査理念を下記に示します。

経営との係わりを強く意識し、経営的視点で、MS上重要な

JACOの審査理念：
〔最上級のISOは、
JACO〕

事項については相当踏み込んで時間をかけて審査を行って

A社
C社

B社

群審査

K社

M社

A事業所
日本

EMS

C事業所
フィリピン

B事業所
中国

統合審査

QMS

OHSMS

複合審査

最適な審査方式の選択による効果的・効率的な
ＭＳの運用とコスト低減を！

7. 環境報告書審査等新事業への展開
現在、環境活動を公表するコミュニケーションツールと

日本企業の海外生産拠点で現地認証機関の審査・登録を

して環境報告書（サスティナビリティレポート等）を作成す

一方、ISO規格の解釈論ですが、審査機関によっては都合

受けたがその効果が期待外れで、結局は国内の親会社から

る企業が増えており、環境省の調査では2003年度で743社に

の良いように解釈（楽に認証が取れるように解釈）
した審査

内部監査員を派遣せざるを得なくなり、そのための新たな

達しています。また報告書の信頼性を高めるために第三者

◆ 貢献度：質･量において、世界一であれ。

をする機関も多くみられました。JACOは規格が「真に何を

費用負担の発生や、現地認証機関に対する不信感の発生、

審査の受査や第三者意見の記載が推奨されています。JACO

◆ JACOの使命：リーディングカンパニーとして正道を。

要求しているか」を理解し、厳格に規格との整合性審査を行

認証機関の切替え等が聞かれています。特にコンプライア

では本年度から環境省による「環境報告書作成基準」
「環境

ってきました。環境ISOに関しては本年8月、ISO14001

ンスが経営者の悩みとなっています。

報告書審査基準」に基づき、環境報告書の「信憑性、網羅

います。
◆ ポリシー：環境／品質／労働安全衛生の認証事業を通し
て、経営改善そして社会改革に貢献しよう。

そしてこの業界の質の維持・浄化も。
JACOの経営陣のリーダシップ、全従業員のたゆまぬ努力

（2004年版）のFDIS（最終国際規格案）が発行されました。こ

これは、例えば欧米大手認証機関が現地の認証機関等に

性、妥当性」について審査を行っています。記載事項やデ

もさることながら、顧客の皆さんからの高い期待がベース

の中で、JACOが従来から解釈してきた内容は、今回の改訂

任せきりの審査をさせているためと思われますが、JACOは

ータの検証を行うことによって、ISO審査と環境報告書審査

となって、JACOの審査の質を育んでくることができた源泉

で「正しい解釈」として採用されております。

JACO審査員と現地審査員の混成チームを編成することによ

は相乗効果があることが確認されました。今後はCSR
（企業

り、質が高く現地事情に即応した審査を行います。

の社会的責任、
「SR」とも言われる）
や環境会計も含め、環

になっていると感謝いたしております。以下、審査にあた
ってのJACOの考えを紹介させていただきます。

1. JACOのモラル
（審査の信頼性・独立性・公平性）
冒頭の審査理念にもあるとおり、JACOは「基本と正道」
、

以上のようなことにより、これまでJACOの審査は厳しい
というご意見を頂くこともありましたが、今後もお客様に
は基本的に変更なく現在のMSをご継続いただけます。

3. 経験豊富で質の高い審査員による審査
JACOは比較的年齢の高い人材を審査員として採用してい

JACOは海外審査要員として海外での審査実績、海外駐在
勤務経験、語学力等において優れた審査員を確保し、東南
アジアを中心に審査業務を展開しています。今後は中国・
欧米も含めて顧客の事業の海外展開に伴うグローバル・ガ
バナンスMSに対応していきます。

「最上級のISOはJACO」
、
「業界の質の維持･浄化」をスロー

ます。このことは下図に示すように、若い層の審査員には

ガンとしております。JACOはこれまで社会倫理に反する行

ない経営との係わりを深く経験し、法規制情報・豊富な知

6. 新しい審査方式の開発

為、ルールを無視するような行動・事故はありません。し

識に基づいた遵法管理の実践経験を有し、幅広いコンピテ

（特願 2000‐284036）

かし、一部の認証機関においてIAFガイダンスを逸脱して手

ンスと熟達したスキルにより顧客の状況に応じて的確な審

抜き審査をするなど、この業界の信頼性を揺るがすような
不祥事が発生しているのも事実です。
今後ともJACOは自らの行動規範を守り、業界の質の維
持･浄化に努めて参ります。また、審査結果の信憑性につい
ても、JACO独自の「判定委員会制度」を設置し、審査結果
定を行い、客観性、透明性を確保しています。

境ISO審査と同時に行う「融合審査」もご提案していきます。

おわりに
以上、JACOの基本的考え方について述べてきましたが、
今後もお客様の幅広いニーズに対応するため、品質セクタ
ー規格、例えば自動車関係
（ISO/TS16949）、電気通信関係
（TL9000）
、食品関係
（ISO22000）
等、またCSR規格他さらに
多方面へ展開して参ります。

最近、日本の企業の海外進出、拠点の展開が活発に行わ

JACOの生命線である審査の質につきましては、これまで

査が可能に

れ、海外と国内の生産拠点とを一元管理したMSのニーズが

多くのお客様から高い評価を頂いていますが、これも厳し

なります。

増えております。JACOではこのようなニーズに応えるため

いご要望に真摯に対応してきた結果と振り返って考えてい

様々な審査方式を開発し、実績を上げてきました。組織の

ます。

経
営
に
役
立
つ
審
査

ベテラン中心の審査機関

JACO：豊富なコンピテンス＆スキル

若手中心の審査機関
ISO規格レベル

をJACO外の第三者による厳正な評価により最終の合否の判
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5. 海外審査体制

同一工業団地等

審査員の年齢

形態、管理状況等に応じた審査方式の導入により、効果的

一方、アイソス2004年8月号の審査機関格付け調査発表で

なMSの運用、審査費用・時間の削減等の効果が期待されま

は、上位の評価をいただけませんでした。まだまだ、多く

す。環境、品質、労働安全衛生等、複数のマネジメントシ

の課題があるとの反省に立ってなお一層お客様のご要望に

ステムを複合して審査を行うこともできます。

応えるべく継続的改善に取り組んで参ります。
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お客様、JACOはこうします！

環境分野

ISO14001と関連活動について

品質分野

取締役

環境認証部長

下井 泰典

環境マネジメントシステム
（ISO14001:1996、以降は

関わる活動ばかリです。そこで、前述の諸活動の第三

EMSと言う）が登場してまもなく10年を迎えようとして

者認証・検証をEMS審査時にオプションとして付加し

います。ここでは拡大傾向のEMSと関連する環境諸活

て審査することを提案します。

動との連携について一つの提案を行います。

品質認証システムの今後の展開

このメリットとしては、EMS審査を通じてベースと

取締役 品質認証部長

お陰様でISO9001のJACO認証登録件数が本年1,000件
を超えました。皆様に感謝申し上げます。

善を実現させることがISO9001の本分であり、経営革新
のツールにもなり得るものです。改革は好調なときに
行うべきであるが、これが難しい、とお聞きしたこと

ISO9001に対する 思い

があります。これまでは不調なときに事態の打開策と

品質規格はご周知のように製造業の現場からスター

して改革を行うケースが多かったようですが、ここは

トし、今日では全産業の全職場に活用されております。

一番、好調に転じた今こそISO9001を経営ツールとして

しかし、一部の活動を除いて第三者認証・検証の仕

仕組み（システム）監査を基本とする同規格は、製造業

改革に取り組まれることを念じています。
「経営に役立

組みは存在しません。JACOではお客様のニーズを的確

が作り出す製品の品質保証という観点からは間接検査

つ！」を標榜しておりますJACOはぜひともお役に立ち

に捉え、お客様にご満足いただける仕組みを構築中で

に相当すると理解します。
「良い仕組みからは良い製品

たいと念じています。現在の業務の構造をプロセスで

すが、完成度を高めるためには、お客様と共にブラッ

が産み出される。
」ということが前提にあるように思い

再定義され、業務の流れをプロセス・アプローチの観

シュアップする必要があると考えています。是非とも

ます。これは製品認証とは一線を画すものです。

点から再吟味し、経営方針が品質目標として組織の末

一度トライアルに参加いただけると幸いです。

ISO9001はシステム認証に用いられるものであり、製品

端まで行き渡るように展開され、計画
（P）
と実行
（D）
の

います。このように製造業からサービス業へと取得産

個別の品質保証を担保するものでないというところに

差分分析
（C）
による計画の見直し
（A）
をされることをお

業が拡大している一方で、先行した製造業では3回目の

システム認証の限界があるように感じています。今後

薦めいたします。更にコスト軽減の観点からは仕組み

のシステム認証は製品認証との関連性を絶えず吟味・

（システム）
の一元化が審査機関に求められています。今

精査しながら成長するものと予測しています。製品は

後はQMSとEMSのシステム統合にとどまらず、労働安

みを定着させており、経営に役立つEMSとして活用し

技術の進歩と連動しています。従って、これからの審

全衛生・情報セキュリテイのシステムまでもが統合の

ています。

査員には常に新しい技術知識を習得することが求めら

対象になるだろうと予測しています。

１．これまでのEMSの動き
これまでに国内では約16,000の企業・組織が、海外
では5万を越える企業・組織がEMSの認証を取得してい
ます。また国内のEMSの審査登録機関は50を越えてお
り、認証を取得する産業も増加の一途です。この１年
だけで見ると、各種商品小売業、廃棄物処理業、出
版・印刷業、サービス業が対前年比で大きく伸張して

なる環境活動を熟知している事、同時期審査による効
率化等が挙げられます。

CSR

更新審査を迎え始めています。また、多くの企業は単
なる「紙・ゴミ・電気」から「本来業務」への取り組

２．EMSを取巻く活発な環境活動

RoHS

EuP
REACH

環境格付け

ISO14001

環境報告書

れると考えます。監査100年の歴史をもつイギリスから
生まれ、契約社会の進んでいる欧米スタイルのISO9001
ですが、グローバル化された社会にあっては、同規格

前述のように認証取得が拡大し、環境活動も本来業
務へとシフトする中にあって、EMSを取り巻く環境活

環境報告書
データ検証

環境ラベル

も日本では既に根づいていると感じます。暗黙の了解

JACOの課題
以上のような状況を踏まえてJACOの課題を整理して
みました。

が特徴の日本では、明文化が基本のISOには必ずしも馴

お客様に対しては One Stop Audit をぜひとも実

染まない部分が残っているとも感じています。ミッシ

現したいと思います。そのためにはJACOの O n e

れます。

ョンが明確な欧米社会では、兼業とか

Center 化と審査員の Multi-Player 化が必要と考え

代表的なものを下記に紹介します。

する

動もいろいろと活発化しています。しかもこれらの多

環境経営度

くは第三者認証・検証が求められるケースが多くみら

ついでに処理

といったことは馴染みませんが、日本では当然

ています。

最後に、これまでのEMS取得は個々の組織単位で取

のように行われています。特に規模の小さい組織では

また、海外展開については現地審査機関との共同審

・ 環境報告書サイトデータ検証

得するのが主流ですが、今後はこれらの個々の組織の

当然のように行われます。このように複数のミッショ

査を考えていきたいと思います。日本国内に本社機能

・ 環境ラベル（タイプ III）の第三者認証

EMSをマネジメントすることも必要になってくるでし

ンを同一プロセスで実行することを前提とした日本型

を残しながら製造工場や開発拠点を海外、特にアジア

・ 第三者による環境格付け・環境経営度

ょう。既に一部では同じＥＭＳで束ねることは始まっ

ISOを発信して行くことが求められてくるように感じて

諸国に展開する企業が多い訳ですが、日本とアジアを

・ 第三者による環境スクリーニングと環境関連投融資

ていますが、各組織で取得しているEMSを横串でくく

います。

一つのQMSでくくってしまおうという考え方によるも

・ 環境報告書第三者認証

制度
・ RoHS指令関連の有害化学物質の不含証明・検証
など

るとか上位組織がマネジメントする方法もあるように
思います。
今後ともJACOのEMS審査にご期待ください。

審査機関を取り巻く環境
長い低迷期を脱し、まだら模様ながらも日本の産業
界は成長の基調にあると言われています。JACOのお

３．EMSをベースとしたオプション審査の提案
前項の諸活動はEMS審査においても部分的には度々
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吉野 春幸

のが共同審査です。これにより現地のコストを活用し
ながら日本の高い品質要求を導入できるようになり、
グローバル化によって各国の特徴を生かしたJ o b Sharingが進行して行くだろうと予想しています。

客様の企業・組織も良い状況に転換されていることと
思います。P・D・C・Aを回すことで継続的な
（経営的）
改
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お客様、JACOはこうします！

図-3

2004年9月16日現在

ISMSを巡る最近の状況とJACO-ISの取り組み

情報
セキュリティ
分野

関があるのは公然の秘密」と報道
（日経産業8／18）
されるよ

ISMS認証取得事業者数推移

600

■累計
500
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（１） 最近の情報セキュリティを取り巻く状況

図-2 最近の主な個人情報漏えい事件・事故
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■インターネットの普及状況と高度情報化の進展

流出経路

企業名

公表時期

Ａコンビニ

03年 6月

Ｂ信販

03年 8月

約2400人 明細書を輸送中に紛失

Ｃデータ

03年12月

約4300人 運営委託の派遣社員がＰＣ紛失

Ｄ信販

03年 6月

200万人 経路不明。顧客から架空請求

マートPCカードやメモリスティクカードといったモバイル

Ｅ・ＢＢ

04年 2月

590万人 業務委託の派遣社員よりID入手

ディバイスの普及等、いわゆるユビキタス社会化が進展し

Ｆ通販

04年 3月

30万人 内部からの情報漏えい

Ｇ石油

04年 6月

92万人 システム開発の委託業者先から

Ｈ市

04年 8月

総務省の「通信利用動向調査」によれば、平成15年末に
おける我が国のインターネット利用人口は7,730万人に上
り、人口普及率でも60%を超えました。また、携帯PC、ス

ています。
（図 ―１）
■不正アクセス／Web改ざん／ウィルス／情報漏えい

Ｉコムウェア

04年 9月

流出規模
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6月
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2002年

37
3
2月

1万人 住基台帳閲覧リスト盗難
2400人 社外持ち出しパソコンの盗難

●

●登録

80

4月

16
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6月

25

8月

19

24

10月 12月

2003年

56万人 運用委託先コンピュータから流出

これに伴い、不正アクセスやWeb改ざん、ウィルス、情

2月

48
4月

16
6月

20

3

8月

2004年
●

財団法人 日本情報処理開発協会ホームページより

■JACO-ISの認証状況
JACO-ISの認証はBS7799-2およびJIPDEC-ISMS認証基準
によるものが57件、BS7799-2単独が2件で、認証組織の実
数で59件になります。国内のISMS認証数では、順位で3位、
シェアで約12%となっています。

（4）ISMSの審査を巡る課題

報漏えいといったセキュリティ・インシデントは日常茶飯

し、来年4月1日より施行されることとなりました。これに

■審査を通して見た受審組織のISMS構築／運用上の課題

事化し、対策とのいたちごっこになっている状況です。

伴い、個人情報取扱い事業者に該当する企業・組織では、

●

顧客情報や従業員情報の保護対策が急がれています。

とりわけ情報漏えいについては、住基ネットワークや個

■JIS Q 15001とプライバシーマーク

人情報保護法への関心の高まりもあり、毎月のように新聞

新たなマーケットへの対応
JACO-ISは、これまで出資14社および関連企業、出資各

社やJパートナー各社からご紹介いただいた企業・組織を中
心に審査を進めてまいりましたが、今後はこれまでのアプ
ローチに加え、電子政府の動向、個人情報保護法の施行に
向けた動き等への対応も重視していきます。

（５）JACO-ISの取り組み
■日本ISMS審査登録機関協議会(JISR)での活動開始
JACO-ISの岡田顧問の働きかけもあり、本年4月にJISRが
設立
（現在14機関で構成）
に至りました。このJISR内に設置
された技術委員会では、審査工数の標準化､JIPDEC殿の

リスクアセスメント

ISMSユーザーズガイド
（リスクマネジメント編）
への審査を踏

ISMSの特徴の一つにリスクアセスメントがあります。重

まえた提案等を検討しています。私どもはこの中で、我が国

要な情報資産を漏れなく洗い出し、その資産価値、セキュ

のISMS審査登録機関の審査品質の向上に努めて参ります。

実は、個人情報保護法に先行して、我が国では、OECDの

リティ上の脅威、保護措置の脆弱性から、セキュリティリ

■個人情報保護法の施行に向けて

「プライバシー保護のガイドライン」
（1980年）を取り入れ

スクを評価するプロセスで、セキュリティ施策
（管理策）
採否

JACO技術部と連携し、本年８月から「個人情報保護法と

また、我が国の行政の電子化も「e-Japan戦略」のもと

た独自規格、JIS Q 15001「個人情報保護に関するコンプラ

判断の基礎となるものです。このプロセスに関する規格の

プライバシーマーク制度解説」のセミナーをスタートさせ

「2005年までに世界最先端のIT国家となる」ことを目指し情

イアンスプログラムの要求事項」が1999年に制定され、こ

要求事項はなかなかな正確には理解され難く、審査の場で

ています。また、個人情報保護にフォーカスしたISMS審査

報通信基盤整備が進められており、今後はこの基盤を活用

れへの準拠性をJIPDEC（日本情報処理開発協会）が「認定」

不適合の指摘をせざるを得ない場合もままあります。また

も実施しています。

した行政サービス等でのアプリケーション整備に力点が置

して「プライバシーマーク」を付与する制度が運用されて

初回取り組み時には、その実施にかなりの工数が必要とな

■行政／公企業／中小企業への展開

かれる計画です。

きました。この「認定」数が個人情報保護法施行に向けて

っているのが実情です。このため、受審企業・組織には、

昨年10月に自治体として最初にISMS取得された市川市様

急加速しており、この1年で倍増する勢いで、9月9日現在で

極力早い段階でリスクアセスメントに関する規格要求事項

の審査経験・実績をベースに、電子政府の展開を踏まえ、

879社となっています。今後、プライバシーマークを取得し

を正確に理解していただくことが重要で、JACOセミナー

行政／公企業へのISMS取得の働きかけを強めて参ります。

た企業・組織が、より総合的な情報セキュリティを狙った

（ISMS構築基礎コース等）
の履修、予行審査の受審が望まし

また、直近の動きとしては、取引先の要請をトリガーとし

紙面を賑わせているのはご案内のとおりです。
（図 ―２）
■電子政府

（２） プライバシーマークを巡る動き
■個人情報保護法

ISMS認証取得を目指されることが期待されます。

いろいろ議論のあった個人情報保護法も昨年5月に成立

（３）ISMS審査状況

図-1 最近の主な情報漏えい事件の背景：高度情報化の進展
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0

67

では認証取得企業
（弊社の認証ではありませんが）
でのセキュ
リティ事故も発生してきています。ISMS認証の社会的信頼

400

300

うな審査のバラツキも生じてきているようです。その一方

ホームPC・PC-テレビ
（インタラクティブテレビ）
アミューズメント機器

在宅勤務
遠隔医療
ホームショッピング

携帯型PC・端末

企業／社会
ネットワークコミュニティ

家庭
エレクトロニックホーム

いと考えています。
●

て中小企業でのISMS認証取得の機運が高まってきており、

内部監査の電子的エビデンス

群審査、比較的セキュリティリスクの低い企業・組織に対

実際に審査してみて、内部監査のエビデンスも大いに気

する審査への取り組みを進めます。

■BS7799-2および

になる点です。ISMSの場合、管理策実施状況のエビデンス

JIPDEC-ISMSの認証状況

■セミナー事業との連携

あるいは原始エビデンスが電子データである場合が多くあ

ISMSは、高い注目を集めていますが、実際のマネジメン

ISMS規格
（BS7799-2および

ります。しかし、内部監査の生チェックリストでは、例え

トシステムの中身、構築運用方法については、必ずしも理

JIPDEC-ISMS認証基準）
のISO

ば、F／W
（ファイアウォール）
や重要な顧客情報を扱うDB

解が広まっているとは言えません。また、そのよって立つ

化の動向は別な機会に譲り、

（データベース）へのアクセスログまたはその分析報告がチ

情報セキュリティ状況の変化は激しく、審査を円滑に進め

ここでは認証状況についてご紹

ェックされていない場合がしばしば見受けられます。やむ

る上でも、JACO技術部との連携のもと、この面での啓蒙の

介します。9月16日現在の認証

をえず指摘することになりますが、根本的には、受審組織

一層の充実を図ります。

状況は、BS7799-2によるもの

の内部監査チームとして、監査技術とともに情報セキュリ

■ISMS審査内容の継続的改善

が日本を除く全世界で445件、

ティ技術も高めていただく必要があります。

JIPDEC-ISMS認証基準によるも

■JACO-ISの審査ビジネス面での課題

のが509件
（BS7799-2同時取得

●

を含む）
と、認証件数で見ると、

ISMSはEMS、QMSに比し歴史も浅く、また、JACO-ISの
審査も、良く言えば「伸び盛り」の段階ですが、今後も引

競争の激化と審査品質の確保

き続き規格に基づいて、審査内容の充実、審査品質の改善

ISMSは急拡大中の市場ですが、審査登録機関も増加して

を通してお客様の満足度向上に務めるとともに、企業体力

BS7799-2とJIPDEC-ISMS認証

おり、競争はむしろ激化の一途をたどっています。規格が

の強化も図り、複合審査、海外展開へと取り組める基盤整

基準が肩を並べるまでになって

まだISO化されていないこともあり、標準的な審査工数算定

備を進める所存ですので、皆様方には一層のご支援ご協力

きました。
（図 ― 3）

基準が無く、また「認証が取りやすい機関とそうでない機

をよろしくお願いいたします。
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お客様、JACOはこうします！

JACO CDMの事業と取り組みについて

CDM分野

株式会社 JACO CDM

取締役 事業推進部長

大塚 芳裕

今年の7月１日、JACOなど出資会社17社のご支援のもと

ニズム）
」
（図-1-1）
、
「JI（共同実施）
（
」図-1-2）
および「排出量

（株）
JACO CDMが誕生しました。
（株）
JACO CDMは『京都

取引」
（図-1-3）の三要素で構成され、市場原理に基づいて地

メカニズム』を有効に機能させる『指定運営機関』
（DOE、

そして、このコラムの原稿を準備している最中に大変な

の発展と地球温暖化問題解決のためのグローバルな役割を

ビッグニュースが飛び込んできました。
『京都議定書』の発

担います。

効の鍵を握っていたロシアが、9月30日、ついに『京都議定
『京都メカニズム』活用の動きが一気に加速します。また、

れました。この『京都議定書』の中でうたわれている『京

欧州連合
（EU）
は『京都議定書の発効』に関係なく2005年1

都メカニズム』は、
「CDM（クリーンデベロップメントメカ

月から「排出量取引」を開始することを既に決めています。

図-1-3

クリーン開発メカニズム（CDM）

◆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

◆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間で、排出枠の取得
・移転（取引）を認めるもの
先進国合計の総排出枠の量は変わらない
◆市場メカニズムにより、目標達成のための全体費用を低下させることが可能
となる（下図参照）

ホスト国内の
特定サイト

ホスト国内の
特定サイト

排
出
量
︵

投資国側
参加者へ移転

プロジェクト
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削
減
量

ホスト国側に分配

排
出
枠

共同実施（JI）

排
出
量

排
出
枠

A国

◆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同士が協力して、先
進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、そのクレジットを投資国側のプロジェクト参加者に移転すること
◆結果として、数値目標が設定されている（総排出枠が設定されている）先進
国間での排出枠の獲得・移転になるため、先進国全体としての総排出枠の量
は変わらない

ホスト国内の
特定サイト

ホスト国内の
特定サイト

排
出
量

排
出
量

プロジェクト プロジェクト
実施前
実施後
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ERU移転分
が減る

ERU獲得分
が増える

B国
8

合計

CDM
理事会

PDD

有効化審査報告書

日本
9％

有効化審査を受ける

カナダ 3％

CDMプロジェクトの承認を得る

日本はこれで『完全に尻に火がついた』状況になりました。

取引後・総排出枠

10

8

18

ス氷河はその大きさが四分の一になるとも言われています。

削減前排出量

12

10

22

今年のような『長くて暑い夏』をはじめとして地球温暖化の

2

2

4
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プロジェクトを実施する

$200 $100

削減費用

$400 $200 $600

−

−

モニタリング報告書

モニタリングを実施する
検証報告書

年確実に小さくなっており、この30〜40年のうちにアルプ

−

−

$400 $200 $600

認証報告書

CDM
理事会

検証を受け、書面認証を
入手する
CER

影響は、私たちが想像している以上に早く、じわじわと身

削減対策単価

目標達成費用

ここから原則的に別の
審査機関が対応する

うです。アルプス、チベット、カナダロッキーの氷河は毎

10

−

CDM
理事会

CDMプロジェクトとして
登録申請をする

オーストラリア 2％

−

−

プロジェクト
登録申請書

ロシア
17％

排出枠の取引

CERを入手する

近に迫ってきています。
CERはCDM登録簿に
発行される

（株）
JACO CDM は、
『CDM』プロジェクト審査に限るこ
となく、
『京都メカニズム』を一刻も早く軌道に乗せ、地球

収益の一部が差し引かれ残りのCERを
ホスト国とプロジェクト参加者で分配する

CER : Certified Emission Reduction

当面の主な事業と課題は下記の３点です。

排出量取引をした場合
下記の場合、目標達成コストは合計で$500

① CDMプロジェクト審査およびGHG排出量検証の受託事業

（例）

排出量取引

A国

削
減
量

排
出
枠

排
出
量

A国
＊ERU : Emission Reduction Unit

承認レター

取引前・総排出枠
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B国
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削
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量
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排
出
量
︵
又
は
排
出
見
通
し
︶

投資国側
参加者へ移転

ホスト国の総排出

新方法論の
承認申請を
する

温暖化防止に貢献するビジネスを推進して参ります。

ホスト国・投資国（共に先進国）の総排出枠
の合計は変わらない

ホスト国（先進国）の総排出枠

批准済は44.2％

現象は、ひとまず台風による海水攪拌で進行が止まったよ
A国

排出枠取引費用

図-1-2

プロジェクト
設計書（PDD）
を作成する

ホスト国、投資国
双方の承認を得る

海水温度の上昇で心配されていた沖縄の珊瑚礁死滅白化

（例）
削
減
量
CER獲得分
が増える

排
出
量

欧州連合
32％

です。

排出量取引をしない場合
下記の場合、目標達成コストは合計で$600

CER

又
は
排
出
見
通
し
︶

アメリカ
37％

審査機関

これはまさに、私たちの事業展開には願ってもない追い風

・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
投資国（先進国）の総排出枠

プロジェクトを計画する
2004.8.31環境省H.P.の
データから引用

京都議定書
発効要件 : 55％

排出量取引

・実際にプロジェクトが行われる国をホスト国、当該プロジェクトの実施に対して協力する国を投資国と呼ぶ

ホスト国（途上国）には総排出枠がない

CDMプロジェクトのプロセスフロー図

書批准』の閣議決定を行いました。これで停滞していた

条約第3回締約国会議
（COP3）
』で、
『京都議定書』が採択さ

図-1-1

1990年のCO2排出量占有比率と
京都議定書発効の関係

球温室効果ガス
（GHG）
を削減していく画期的な仕組みです。

今年の12月国連より認定取得予定）
として、持続可能な社会

JACO創立3年後の1997年12月、『国連・気候変動枠組み

図-2

排
出
枠

B国

排
出
量

B国

10

8

合計
18

1

−1

0

取引後・総排出枠

11

7

18

削減前排出量

12

10

22

1

3

4

削減対策単価

$200

$100

削減費用

$200

$300 $500

排出枠取引費用

$150 −$150

目標達成費用

$350

排出枠の取引

必要削減量

−

$0

(株)JACO CDM の審査・判定の仕組み

② CDM バリデーター・ベリファイヤーをはじめとする
GHG排出量検証関連人材育成のための研修事業

指定運営機関としての
運営全般を監視する

③ 日本OE協会（指定運営機関の集まり）を通じた国内GHG
排出量検証審査員資格制度の提唱

審査の独立性、公平性、
客観性を確保するため、
社外から委員の2/3を
選出し最終判定する

運営委員会

判定委員会

提訴委員会

取締役会

監査役

Think Global、Act Local！！
この場をお借りして、皆様のご支援とご協力をお願いい
たします。

社 長

$150 $500

B国はA国に排出枠1単位を$150で販売する
とした

判定結果に対する不服
処理を適正に行うため、
社外からの委員により
構成する

審査部

事業推進部
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お客様、JACOはこうします！

思います。

セミナー分野

ご要望に応えるセミナーを提供
取締役

技術部長

小貫 治朗

2）セミナーの質の向上、利便性の向上

CSR（企業の社会的責任）の重要性が増す中、環境報告書

現役審査員中心の講師陣という強みを生かして、最新の実

や環境会計、ISMS、労働安全、CDM、RoHS等について、

例を元に、研修内容の一層のブラッシュアップを図ります。

その最新の動向の解説と実際の進め方についてのコースを、

お客様から寄せられたアンケートを反映させて、ご要望

また、業種によって異なるセクター規格についての解説や

を取り込んだ、参加しやすいセミナーの実現に取り組み、

手引きとなるコースをメニューに加えて提供していきます。

お客様の利便性、経済性の向上を目指します。

目指す方、内部監査員を目指す方のためのコース等、お客

■ はじめに

様の目的と段階に応じたコースを多数揃えて、年間スケジ

「お客様に満足いただける研修」を合言葉に、1995年か
ら、JAB認定の審査員研修機関として教育・研修事業を行っ
当初は環境分野を中心にスタートしましたが、その後、

については、すでに解説コースをリリースしており、受講

を拡大しており、この10年間のトータルで、7万名のセミナ

者より好評をいただいております。

人
80000

JACOセミナー参加者数

食品安全については、ISO22000の発行に先立って規格の
解説コース、システム構築コースを立ち上げました。今後、

(累計)

CSR、環境報告書、RoHS対応などについて、順次メニュー

凡例 2003年度 （累計人）
セミナー合計（61363）

70816

70000
61363
60000

42066

14078
2441

5687

また、10〜20名受講者がまとまる場合は、お客様の指定

9522

される会場に講師を派遣する、出張セミナーとすることも

0
1995

化を進めます。

でも開催し、利便性・経済性を一層高めます。

22349

10000

環
境
関
係

1996

1997

1998

1999

2000

経営者・管理者コース半日

資格取得コース
JAB認定

審査員を
目指す方

ISO14001環境審査員研修コース5日

環境審査員で、
資格更新
される方

CEAR登録
環境審査員資格更新リフレッシュコース1日

品質審査員
（補）
で、環境審査員
を目指す方

EMS審査員
資格拡大研修コース3日

環境マネジメントシステム構築実務3日
環境マネジメントシステム構築基礎2日
JAB認定

ISO規格につい
て知りたい方

環境マネジメントシステム規格要求事項の解説1日

EMSの概要を
まず知りたい方

環境マネジメントシステム構築入門1日

内部環境監査員
を目指す方

内部環境監査員養成2日

内部監査員
のブラッシュアップ
をされる方

内部環境監査員ブラッシュアップ2日

経営者・管理者の方

ISO9001経営者・管理者コース半日

主にシステム
構築を目指す方

品質マネジメントシステム構築実務2日

ISO規格について
知りたい方

QMS ISO9001:2000規格要求事項の解説2日

JAB認定

を、東京、大阪の両会場の他、仙台、名古屋、金沢、福岡

33720

30000
20000

主にシステム
構築を目指す方

年間スケジュールに組み込んだセミナー（常設セミナー）

50000
40000

経営者・管理者の方

4）フレキシブルなセミナー形態の採用

53458

（この他、お客さまの要望でカスタマイズしたセミナーも可能です）

一般コース

を開発・提供していきます。来年4月施行の個人情報保護法

品質、労働安全衛生、情報セキュリティ（以下ISMS）へ分野
ー参加者を数えるに至りました。
（図表1）

JACOセミナー体系図

3）新規分野への迅速な取り組み
社会的な要請、お客様のニーズをもとに、新規セミナー

てきました。

図表1

図表2

ュール化しています。
（図表２）

2001

2002

2003

品質マネジメントシステム文書構築1日

審査員を
目指す方

JAB認定

JIS Q 9001審査員研修コース5日

2004（計画）

2004年9月2日現在

できますので、さらに経済的です。

審査員の養成に関しては、JAB認定の環境審査員コースで
3820名、品質審査員コースで370名、またJIPDEC認定の
ISMS審査員コースで160名を数え、わが国における第三者

■ 特典豊富なJACOネットワークサービス
JACOネットワークサービスは、関連法規制の最新情報、

認証制度の発展のための人材育成を、強力にサポートして

解説等を、インターネットを通じてタイムリーに提供する

きました。

サービスで、すでに700社にご加入いただいています。セミ

今後はこれまでの研修実績を生かし、時代のニーズに合
った新しい分野の研修コースを、タイムリーに提供するこ

品
質
関
係

ISO9001:2000規格の解説1日

品質管理について
学びたい方

品質管理5日

内部監査員を
目指す方

内部品質監査員養成2日

内部監査員の
ブラッシュアップ
をされる方

内部品質監査員ブラッシュアップ2日

経営者・管理者の方

ISMS経営者・管理者コース2時間

主にシステム
構築を目指す方

ISMS構築基礎2日

内部監査員を
目指す方

ISMS内部監査員養成2日

個人情報保護法
プライバシーマーク
制度について
知りたい方

個人情報保護法とプライバシーマーク制度解説1日

労
働
安
全
衛
生

主にシステム
構築を目指す方

労働安全衛生マネジメントシステム構築実務2日

内部監査員
を目指す方

労働安全衛生マネジメントシステム内部監査員
養成2日

食
品
安
全

規格について
知りたい方

食品安全マネジメントシステム規格要求事項の
解説1日

ナー受講料およびJACO BOOKSの割引という特典も好評を
得ています。

環境審査員
（補）
で、品質審査員
を目指す方

JAB認定

QMS審査員資格拡大研修コース3日

とに加えて、お客様とのネットワークによる最新情報の発
信、平易な規格解説と豊富な実例が好評なISO関連書籍

■ よく分かるJACO BOOKS

（JACO BOOKS）の出版を通じ、お客様のシステム構築・維

当社の経験豊富な講師陣が著したISO関連書籍は、一般書

持・改善、ひいては経営改善のお役に立ちたいと念願して

籍としてもご購入いただけます。
（ネットショッピングも可

います。

能です）
審査員必携とも言うべき「すぐ役立つISO環境法（改訂第

■ JACOセミナーの特徴

一版）
」
、環境規格の正しい解釈を詳説する「ISO14001解説

1) 経験豊富な講師陣による実践的研修

とQ＆A」
、代表的企業6社の事例を収めた「環境管理マニュ

講師は登録された主任審査員で、かつJACO認定の主任講
師を中心に構成しています。環境、品質、ISMS、労働安全衛

アル事例集と書き方」
、EMS構築の手引き書である「EMS構
築ガイドブック」等を揃えています。

生について、業種にこだわらない幅広い分野での審査事例

20

に基づき、現場に密着した実践的な研修を提供しています。

■ 今後の取り組み

2）幅広い分野を目的・レベル別にカバー

1）新規セミナーの開発・提供

環境、品質、ISMSについては、認定を受けた資格取得コ

環境・品質等の分野では、複合マネジメントシステム構

ースの他、入門コース、経営者コース、システムの構築を

築のためのコースを新設し、お客様のご期待に沿いたいと

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

主にシステム
構築を目指す方

審査員を
目指す方

JIPDEC認定

ISMS審査員研修コース5日

食品安全マネジメントシステム構築実務2日
食品安全マネジメントシステム構築3日

JACOセミナー／グループ演習風景
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お客様、JACOはこうします！

営業分野

JACOの目指す姿

関西支社

JACOはお蔭様をもちまして、質・量ともに年々発展

営業部長

今田 晃

業部門として以下の施策を推進して参ります。

申し上げる次第です。

１．JACOの衆知を集めた総合力の発揮
IAFへの対応、集団審査、IT化の推進等、各事業・各

関西支社は、JACO創立から約4年後の1996年4月に営業
部門を中心に開設いたしました。

るような恵まれた市場環境にあり、ますますの発展が

ます。JACOの衆知を集め、総合力を発揮できるよう、

けるISOの総合審査登録機関の拠点としての機能を整えてき

見込めます。

営業部門はJACO各事業・各部門のインターフェイス機

ました。

けるグローバルな総合審査登録機関」を目指し、トッ
プブランドを確立していきたいと考えています。
上記を実施するための、JACOの目指すべき姿は、次
のようなものだと考えています。

能を果たしていきます。
２．セクター規格対象業種と伸張分野への攻め
TS16949、TL9000、ISO22000、ISO13485、改正薬
事法等のセクター規格の受注を促進し、今後伸張が見

また、複合審査・群審査・統合審査・融合審査等の
I. お客様の満足を通して、高品質・高シェアで健全
な経営体質を保有した期待される優良企業

集団審査方法を確立し、特徴ある審査登録機関として、
全国的・地域的に伸張が見込まれる分野に対して積極
的に拡販を推進していきます。

II. ISOの審査にとどまらず、ISOに関連した事業を含
んだ総合審査登録機関
（例）OHSMS、ISMS、CDM、環境報告書、CSR、
RoHS等

３．国内拠点網の展開による営業力の強化

・業種別(セクター規格等)に強い特徴を有した審査登
録機関
・群審査、複合審査、統合審査（国内、グローバル）
、
融合審査、マルチ審査等々
審査方法に特徴を有した審査登録機関

IV. 全国に拠点を有し、ITで全国を結び、お客様のご

徹して参りますので、一層のご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

関西認証部
年に制定された環境マネジメントシステム（EMS）規格

動・審査活動を行っていますが、更にお客様にご満足いた
だけるよう頑張って参ります。今後、中国・四国・九州地
区のお客様の便宜を図れるよう推進して参ります。

るまでになりました。
また、品質も2000年に品質マネジメントシステム（QMS）
ISO9001に改訂され、それまでは品質管理規格であったため、

関西営業部
関西営業部は、設立当初3名のスタッフでスタートしまし

２つの規格を同時に審査する「複合審査」などは考えられ
ませんでしたが、ISO9001:2000が、顧客重視のマネジメン

たが、現在では10名体制で、主に関西以西のお客様を対象

トシステム規格となったことで、「複合審査」のご要望が、

として、ISO新規受注活動および審査登録維持管理等の業務

あちこちのお客様から寄せられることとなりました。さら

を行っています。

に、労働安全衛生マネジメントシステム、情報セキュリテ

当初は、ISO14001の新規顧客開拓が中心でしたが、
ISO9001、セクター規格、労働安全衛生等に営業活動範囲を

動の強化を行いましたが、今後、札幌・仙台・新潟・

ンス審査や更新審査を関西支社で行えるよう拡充して参り

福岡に、順次国内拠点網（Web拠点を含む）を展開し、

ました。おかげさまで、2004年9月現在で約1,600の企業・

地域密着型の営業推進に取り組んでいきます。

組織の審査をさせていただいています。

ィマネジメントシステムも含めた複合審査のご要望も寄せ
られるようになりました。
一方、認証取得を目指されるお客様も多様化し、多種多
様な業種、規模になってきました。
JACOはこれから、お客様の様々なご要望に、次のように
お応えしていこうと考えています。

関西営業部の6年間を振り返りますと、お客様からの多様

関西認証部は、本年６月から、環境の審査員に加え、品

なニーズにお応えするため、統合審査・群審査・複合審査

質の審査員も抱える「複合認証部」になりました。これは

中国・東南アジアに海外拠点を設立し、海外営業活動

等の導入等に積極的に取り組んで参りましたが、その間、

複合審査の効率的な実施に一番近い存在にあるといえます。

の拡充を推進していきます。

各企業・組織の皆様より多大なご支援・ご協力を賜りまし

今、関西認証部では、それぞれの審査員が「２つ以上の規

５．CS活動の強化・充実

た。感謝の気持ちでいっぱいです。

格の審査員資格」を取得するように推進しています。複合

日本を核としたグローバル統合化に対応するため、

審査を行うには、２つ（または３つ）の規格が、１人の審査

ISO地域交流会の促進（名古屋・北陸・札幌・仙台・

従前より、関西営業部ではお客様と地元の言葉で通じ合

九州・新潟等）や、CSセンタとの連携によるJACOホー

える営業を目指し、CS（顧客満足）活動を推進して参りまし

員で分かるようにしないと、効率的にならないからです。

ムページの充実、お客様アンケートの活用度の向上に

た。お客様とのご契約から、個々のご要望やISO取得プログ

このようにますます多様化する認証業務に、いかようにも

取り組み、クイックレスポンスを推進していきます。

ラムの進行状況等、審査に至るまでの過程で、お客様とき

対応できる「関西認証部」にしていく所存です。我々は、

め細かく打ち合わせさせていただき、その結果に基づき審

関西営業部と同じフロアーにいる利点を生かして、お客様

査員と綿密な事前協議を行い、的確・公平な審査がスムー

のご意見を直に聞き、ご要望にお応えしていく関西認証部

ズに行えるよう努めています。

になっていきます。そしてこれから、こぢんまりした「関

これからもJACOは、生き生きとした会社作りをベー
スに継続的改善を積極的に推進し、JACO自身がISOの

V.日本を核に海外展開するグローバルな審査登録機関

今後も、
『誠実と信頼』をモットーに、お客様第一主義に

「ISO14001」の審査を核に、
「環境ISOならJACO」と言われ

拡げ、また、関西営業部のお客様窓口として、サーベイラ

要望・ご要請にクイックレスポンスできるCS体制
を有す、CS重視の血の通った審査登録機関

板垣 芳博

JACOが誕生して10年。BS7750の審査から始めて、1996

本年6月に名古屋営業所を開設し、東海地区の営業活

４．海外拠点の設立による海外営業活動の拡充
III. 特徴と強味のある審査登録機関

斉藤 寿士

守備範囲は、主に関西以西のお客様を対象に、営業活

込める自動車・電気通信・食品安全・医療機器の関係
分野に積極的に取り組みを推進していきます。

取締役
関西認証部長

その後、関西認証部やJACO-MS関西が加わり、関西にお

部門にまたがる活動が今後多くなってくると考えられ

様の経営に役立ち、お客様の満足に立脚し、向上し続

理想のモデルとなるよう努力を続けて参りますので、
皆様の更なるご支援をお願い申し上げます。
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関西支社

OHSMS、ISMS、CDM等々新規事業も順調に展開でき

JACOは今後とも「お客様第一の視点に立って、お客

取締役
関西支社長
関西営業部長

の迅速な対応が図れるよう、営業体制を整えて参ります。

このような目指すべき姿を実現していくために、営

させていただいております。関係する皆々様に感謝を
中期的に見ましても、EMS、QMSをはじめに、

お客様のご要望に
お応えする関西支社へ

しかし、関西より遠方のお客様への対応が充分であると
はいえません。今後は、中国・四国・九州地域のお客様へ

西の特徴」を最大限生かして、
「関西発」を発信していきた
いと考えています。
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お問い合わせ、お申し込みは
■審査登録に関することは

営業部

0120-248152

FAX 03-5572-1730

TEL 03-5572-1722

■審査日程ならびに審査に
関することは

■セミナー、書籍、ネットワーク
サービスに関することは

関西営業部

TEL 06-6345-1731

FAX 06-6345-1730

名古屋営業所

TEL 052-587-2294

FAX 052-587-2297

JACOプラザ金沢

TEL 076-268-9375

FAX 076-268-9374

環境認証部

TEL 03-5572-1725

FAX 03-5572-1731

品質認証部

TEL 03-5572-1727

FAX 03-5572-1733

関西認証部

TEL 06-6345-1732

FAX 06-6345-1730

労働安全衛生認証部

TEL 03-5572-1729

FAX 03-5572-1731

技術部

TEL 03-5572-1723

FAX 03-5572-1730

技術部（関西）

TEL 06-6345-1731

FAX 06-6345-1730

JACOホームページで情報を提供しています。 URL http://www.jaco.co.jp/

