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これからのJACO認証事業

株式会社日本環境認証機構 代表取締役社長 伊藤 信久
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送付先変更のお申し込みについて
JACO NEWSはお客様のご連絡窓口または既発行号の当

ISO認証機関に期待すること

4

（財）日本適合性認定協会（JAB） 専務理事 井須 雄一郎 様

欄でご登録いただいた送付先にお届けしておりますが、次号以

複合マネジメントシステム構築の留意点

降（年2回発行）について送付先の変更をご希望の方は、下記

今、なぜ複合マネジメントシステムなのか？

の依頼書に必要事項をご記入のうえ、FAXにて事務局までお申

環境審査部 部長付 飯島 康夫

し込みくださいますようお願いいたします。

株式会社 日本環境認証機構
JACO NEWS事務局 行き

FAX 03-5572-1730
JACO NEWS送付先変更依頼書
現在の送付先
郵便番号

住

所

6
株式会社日本環境認証機構
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システム規格ISO22000への取組み …………… 8
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株式会社 JACO CDM 取締役 事業推進部長 大塚 芳裕

ISO/IEC27001発行に寄せて…………………… 11

氏

名

③ 医療機器認証事業化推進

環境報告書第三者審査事業の取組み …………… 12

を開始し、環境と品質の合計で4000件を超える審査登録をさ

④ 製品含有化学物質（RoHS等）対応への準備

開発認証部 主席 倉水 勝

せていただいております。これと並行してISMSの審査事業
（（株）JACO−IS）を始め、温室効果ガス削減に向けたCDM
（クリーン開発メカニズム）事業（（株）JACO

日本経済はゆるやかな回復傾向で推移していますが、

力を保有する審査員の増強や、JACOの審査方針を理解して

広げていくか、受審組織に満足いただくか、第三者認証の信

展開することができる現地の優秀な審査登録機関と提携し、

頼性を上げていくかなど、審査機関に課せられた課題は山積

グローバル審査に対応していきます。

2

学校教育への寄与を通した
環境コミュニケーション活動の推進 …………… 16
■
（株）東芝 研究開発センター 施設･環境保全部 部長 水上 浩 様

みです。これらの課題を一つ一つ確実にクリアし、お客様の

ISMS認証取得を振り返って……………………17

信頼に応えていきたいと思います。

国内営業部門16,500名がベクトルを合わせ、
9ヶ月で認証を取得
■ 富士ゼロックス株式会社 国内営業ISMS本部事務局 ISMS管理責任者

4

の審査でも存在すると思います。マネジメントシステムの審
査は、すべてを保証するものではありませんが、社会からは

物流リーディングカンパニーを目指し、
地域・社会に貢献する企業に！ …………………18

は教育事業にも力を入れてまいります。また負担の少ない新

より多くの事を期待される存在になると考えます。それらに

しい審査方法を提供することも、審査対象の裾野を広げてい

対して審査登録機関として可能な限り応えていく責任がある

くことになります。例えば、環境・品質・情報セキュリティ

と思います。そのためには、
「ISOの役割とその精神を理解し

ー・労働安全衛生などを組み合わせて同時に行う「複合審査」

てもらう努力」ならびに「力量を持った審査員によるISOの

は、受審時の費用と負担を軽減する効果的な審査サービスと

厳格な運用」と「マネジメントシステムの有効性を向上させ

なります。さらに、複数の企業に対してグループで審査を行

る審査」に努めたいと思います。

前山 敏昭 様

ISO14001認証取得を振り返って …………… 19
山崎 富紀江 様

写真＝ 大西成明

【栃木県・箒川】栃木県塩原町西部の白倉山南斜面に源を発する箒川は、下塩
原付近から渓谷をつくり、その後矢板市・大田原市の境を流れ、蛇尾川（さびがわ）
を合わせ那珂川に注ぐ。

うJACO独自の「群審査」も有効です。群審査は、すでに、
ISO14001で80グループ・303社（2005年10月現在）のお客様
に採用いただいていおります。
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透明性

新たな認証事業への取組み

送付先変更の申し込みはメールでも受け付けています。
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信頼性が問われる事件が後を断ちません。同様の危険性はISO

ISO規格が意図する内容については、日本の社会全体に理

［表紙］日本の川に観るエコロジー

通知いただいております読者の個人情報は、本誌の送付のために使用する
目的で収集するものであり、第三者へ提供・開示することは一切ありません。
なお、当社は「個人情報の取扱い」について細心の注意と最大限の努力を
もって保護・管理を行います。詳細は当社のホームページをご覧ください。

粉飾決算や建築構造強度偽装事件など、第三者審査制度の

ISO審査の拡大に向けた取組み
解をさらに広げ、深める必要があります。そのためにもJACO

フリガナ

E-Mail:cs-center@jaco.co.jp

第三者審査制度の信頼性向上に向けて

鈴江 正博 様（販売本部 情報セキュリティコンサルG マネジャー）

■ 株式会社阪南ビジネスマシン 総務課長

電話番号

ト単位で行ってきましたが、現在は日本のヘッドオフィスを

の時代に入ってきたように思います。いかにして受審組織を

■ 岡崎通運株式会社 代表取締役専務

名

なってくると考えます。従来、海外の審査はそれぞれのサイ

た。海外での審査サービス提供に向けて、国際対応の複合能

会社名

氏

えに皆様のご支援の賜物と厚くお礼申し上げるしだいです。

基調から安定期に入り、審査登録事業においては厳しい選別

3

職

を海外に移しており、今後は海外での審査がますます必要に

取締役 技術部長 小貫 治朗

所

役

様々な新規事業を立ち上げることができました。これもひと

含む全世界のサイトを統合した審査のニーズが増えてきまし

郵便番号

所属部署

グローバル化の進展にあわせ、メーカーの多くが製造拠点

IS014001/9001の新規の審査件数は、これまでの急速な拡大

※変更項目のみ
ご記入ください

住

CDM）など、

認証事業のグローバル化への対応

変化への対応 新しいセミナー ………………… 14

1

変更を希望する送付先

① 環境報告書およびCSR報告書の第三者認証事業の拡大
② 食品安全認証事業の立ち上げ

CUSTOMER VOICE
電話番号

JACOは「日本環境認証機構」という名称のとおりISO14001
質マネジメントシステムのISO9000sについては1996年に審査

JACO SEMINAR
フリガナ

のために、JACOは次の取組みを進めてまいります。

審査のパイオニアとして活動を続けてまいりました。また品

所属部署
職

境管理を進めていくツールが必要になってくると思います。そ

はじめに

株式会社日本情報セキュリティ認証機構 取締役社長 東口 豊

登録マークの電子データご利用方法について … 13
役

伊藤 信久

開発認証部 担当理事 吉野 春幸／開発認証部 主幹 斉藤 康成

INFORMATION

会社名

代表取締役社長

チームワーク

顧客に役立つ審査

公平性・

スピード を経営活動の基本とし

て捉え、審査登録機関としてJACOを選んでくださるお客様

ISOへの取組みが拡大する中で、分野別のセクタ規格が注

の信頼にお応えするとともに、その先にある利害関係者の信

目されています。特にISO9001ではその傾向が強いように思

頼に応えていける審査を目指して努力してまいります。引き

います。同様にISO14001についても今後は様々な切り口で環

続きご支援をお願い申し上げます。
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う地道な努力が不可欠と考えます。JABは、審査登録機
関と協力してこの活動を展開していく所存です。
2）本制度の信頼性確保
一部に好ましくない事象が散見されますが、信頼性確

ISO認証機関に
期待すること
（財）日本適合性認定協会（JAB）

井須 雄一郎

保への改善策を関係者とともに自律的に展開していきま
す。審査登録および認定の質向上、国際整合化、公平性
確保等について引き続き活動します。
3）新規ニーズへの対応

専務理事

内外の市場動向を的確に把握し、ニーズにより新規プ

様
▲井須様によるご講演。

ログラム開発を行っていきます（例えば食品安全や情報
セキュリティ等）
。この場合、資源の有効活用、技術力

▲ご講演の後、議論が白熱しました。

（財）
日本適合性認定協会
（JAB）
専務理事の井須様から

機構
（ISO）
、1953年に国際電気標準会議
（IEC）
へ加盟し

向上および開発時間の短縮のために、関係部門の協力を

弊社幹部研修会において「ISO認証機関に期待すること」

た後は、日本を代表する標準化機関として、それらに対

得ることも考慮します。

合発生時の対応
（手順、スピード）
等を予め準備し、実施

をテーマに、2005年12月にご講演をいただきました。

応した国内検討委員会を設置し活動しています。

4）情報公開と苦情処理への取り組み

することが必要です。

JABが求めているISO認証とは何かを理解でき、有意

1992年に、JISCから日本の認定機関設立の答申が出

本制度の信頼性の鍵となる公平性、公開性、透明性の

マネジメントシステムの認証は、その組織が提供する

義な時間を持つことができました。盛りだくさんな内容

されました。そして、翌1993年に（社）経済団体連合会

確保のため、情報公開の推進が重要です。JABは率先垂

製品やサービスの質まで保証するものではありません

をご講演いただきましたが、誌面の関係からその一部を

（現在の日本経済団体連合会）傘下の35団体の支援を受

範して取り組みます。

が、不具合を再発させないようP-D-C-Aを回すことによ

けて、日本初の民間の認定機関としてJABが設立され、

5）ISO/CASCO（Conformity Assessment Committee：

り中長期的に質の確保を目指すものであり、本認証制度

品質マネジメントシステム
（QMS）
審査登録機関の認定

適合性評価委員会）ほか、国際対応体制強化

の正しい理解
（特徴と限界）
を得る努力が必要です。JAB

ご紹介させていただきます。

適合性評価制度の生い立ちと取り巻く環境
はじめに、ISO規格に基づく認証を考えるために、適

をスタートしました。以来、JABは社会のニーズに対応

日本の主張がより反映できるように、国を挙げて努力

はこの問題を真摯に受け止め、ISO/TC 176と国際認定

して順次認定プログラムを拡充し、現在では、我が国で

する必要があります。JABは限られた資源の中で優先的

フォーラム（IAF）合同会議体であるAPG（ISO 9001

唯一の総合認定機関として活動中です。

に対応していきたいと考えています。

Auditing Practices Group）
の場へ問題を提起するとと

合性評価制度の生い立ちと取り巻く環境を紹介します。
GATT（関税と貿易に関する一般協定）
が1948年1月に発
効され、関税と世界貿易障害撤廃への流れが世界規模で

もに、JAB Notice No. 「
5 組織による法的要求事項の意図

JABの役割

審査登録機関に期待すること
次に、JACOを初めとした審査登録機関に期待するこ

始まりました。これは貿易拡大とそれに関わる加盟国間

JABのミッションは、国際的に整合した適合性評価制

の紛争処理を目的としたものです。その後、欧州市場の

度の中核として、認定の役割を全うし、我が国産業経済

とをお話します。

統合に備えて1985年のニューアプローチ（基準認証制度

の健全な発展に寄与することです。

1）第三者審査登録の意義を正しく理解すること

の統一）
、1989年のグローバルアプローチ（適合性評価
制度確立）が開発されましたが、これらは域内自由貿易
を促進する上で成功した仕組みでした。
1995年1月には世界貿易機関
（WTO）
が設立され、こ
こで 締 結 され た 貿 易 の 技 術 的 障 害 に 関 するT B T
（Technical Barrier to Trade）
協定では、
「適合性評
価」が貿易障害の重要な要素として取り上げられ、規
格・適合性評価に関して以下の項目が定められました。
①製品の仕様規定には、国際規格を使用する。

その事業方針は、つぎのとおりです。
①市場に付加価値のある認定サービスをタイムリーに提
供する。
（市場ニーズを迅速に把握し、その社会的意義・市場
性を考慮して認定プログラム開発を行う）
②認定及び適合性評価の利用者が、相互承認による効果
を活用できるようにする。
③適合性評価制度に対する理解と認識を深めるための普
及活動を推進し、市場での本制度の定着・発展を図る。

②適合性評価の手順には、国際的に定められた手順を遵
守する。
③お互いに同等であると認められれば、相手の結果を受
け入れる。
（相互承認）
これらの運用に際しては、公平性、公開性、透明性が
求められています。
日本では、1945年に工業標準化法が制定され、日本の

適合性評価制度の課題と対策
適合性評価制度の課題とその対策について、JABとし
てどのように対応を考えているかを、認証機関に関連す
る個所について述べます。
1）適合性評価制度の更なる拡大と正しい認識を得る

工業標準の制定を促進するために、日本工業標準調査会

今後は、審査登録の有効性を高める活動を強化し、そ

（JISC）
が設立されました。日本が1952年に国際標準化

の結果として更なる制度の拡大を目指したいと考えま
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第三者審査は一般社会、国民に代わって適合性審査を
行うものです。そのために公平性、公開性、透明性を確
保することが求められ、コンサルティングと審査の峻別、

的な違反と審査登録機関によるQMS審査について」
を指
針として公表すべく準備中です。（2006年2月15日に、
APG決議に基づいた内容で公表済み）

最後に
世界的な潮流として、日本でも規制緩和と国際整合化
は今後さらに進むと思われます。

関連機関の影響排除、機関としての力量確保、情報公開

マネジメントシステムの国際規格は、品質、環境、リ

等に留意し、信頼性のある審査登録証を発行することが

スク等異なった側面から作られていますが、組織が構築

重要です。

すべきマネジメントシステムは一つです。各組織固有の

2）苦情処理対応に正面から取り組むこと

経営システムや技術をベースに、更にレベルアップする

本制度の拡大に伴い、最近、審査登録に関わる苦情が
多くなってきました。審査登録機関には、苦情処理手順

ために、国際規格をビジネスツールとしてうまく活用す
べき時代がきたと言えます。

の策定と効果的運用を要望します。JABはG200「認定

ISO規格に基づくマネジメントシステム審査登録制度

に関する異議申し立て及び苦情対応手順｣を公表・運用

は今日まで大きく拡大してきましたが、これだけ広まる

しています。苦情処理は、必要な本来業務の一部として

と期待とともに社会的責任も大きくなってきます。この

正面から取り組むことが必要です。

ため、関係者は第三者審査登録の意義を十分認識し、そ

3）法令順守に係わる適切な審査を実施すること

の有効性、信頼性、公平性、透明性を高めなければなり

最近、ISO 9001やISO 14001の審査登録を受けた組

ません。これらが損なわれると、本制度は短期間に消滅

織が法令違反等の不祥事を起す事例が多発しており、こ

する恐れがあります。審査登録機関と認定機関は、お互

の制度に対する批判が厳しくなっています。このため、

い協調・切磋琢磨して健全な制度の発展を目指して努力

任意の制度として組織の審査時における確認方法や不具

しましょう。
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この相乗効果である」と言われている組織もあります。

複合マネジメントシステム構築の留意点
今、なぜ複合マネジメントシステムなのか？

複合マネジメントシステムの構築

複合化から審査受審まで
―EMSとQMSについてのイメージです―

以下のことを充分に考慮することが必要です。
環境審査部

部長付

s構築の基本事項として

飯島 康夫

マネジメントシステムは共通
マネジメントシステム（MS）を考えてみると、環境
マネジメントシステム（EMS）
、品質マネジメントシス
テム（QMS）、労働安全衛生マネジメントシステム
（OHSMS）、情報セキュリティマネジメントシステム

1

トップマネジメントの同一化

2

管理責任者の同一化

ることができるようになり、複合化することによって経

3

事務局の同一化

営課題とISOを融合させることができます。業務からの

4

単位となる部門および部門責任者の同一化

乖離を云々されるISOですが、複合化のメリットがこの

5

登録認証の範囲の同一化

ようなところにも出てきます。

6

サイトの同一化

s管理のスリム化

文書体系の同一化

共通のマネジメントシステムと個別のマネジメントシス

よってシステムを簡素化できることです。共通化するこ

2

内部監査の同時実施

テムでできあがっていると言えます。

とによってマニュアルをまず複合化します。

3

マネジメントレビューの同時実施

規格も複合化
環境と品質を見てみるとQMSはISO9001：2000年版
として品質システムから品質マネジメントシステムに変

は共通規定になって、内部監査も複合化する。こんなこ
とをしてスリム化を図ります。

s受審の効率化

1

審査費用よりも受審側を拘束しているコストのほうがは

ということが言われていましたが、2012年に延期になっ

るかに大きいと思われます。これは受審側の大きなメリ

MSを関連している項番に取り込んで作る個別MS

たと言われています。

ットになります。

を基本にしたマニュアルです。
若干補足すると、共通マニュアルと複数の個別のマニ

うことです。例えば環境に配慮した商品の提供というの

合性・両立性から見ると、ほぼ同じです。

は、環境側としては本来業務として環境に配慮した商品

他のマネジメントシステムも同じような見方ができま

を提供することによって負荷低減に貢献していく。一方、

す。それならば一緒にしたら、というのが複合マネジメ

品質側からは、顧客要求の実現という見方ができます。

ントシステムです。

1つの事象が品質、環境の両面を持っているということ
の典型です。MSを一緒にすることによってその相乗効

s業務の効率化
業務目的達成のために総合的な視野でマネジメントす
6 ｜｜ JACO NEWS︱MARCH︱2006

果が出てくると考えられます。

目標（本来業務への取り組み）
マネジメントレビュー

複合審査受審
（審査ステージの統一）

個別MSの項番をメインに作成し、複合させる他の

の構築と人材の育成をしないと効率よく受けることがで

ントレビュー、是正、予防措置、目標などは、規格の整

複合化のメリット

2

それぞれの複合マニュアルの特徴は下表のとおりです。

複合化による経営メリットのもう1つは相乗効果とい

内部監査

各々の個別マニュアルを完成させる。

ただ、受審側も同時に複数のMSを受審できる仕組み

方針、内部監査、力量、文書、手順、記録、マネジメ

文書の同一化

ュアルから抽出、この共通マニュアルをベースに

づきました。2008年にこの規格を統一して1つにしよう

sシナジー効果

システムの運用

共通マニュアルを作成し、共通部分を各MSのマニ

の審査で複数のMSの審査を終了することができます。

それならば一緒に

システムの共通化

sマニュアル・文書構成の方法

2004年版で用語・定義・表現の仕方が、ISO9001に近

きないことは言うまでもありません。

認証範囲の統一

享受することができます。

同時に審査を受けることは、受審側から見ると、一回

討されるようです。

QMS
JACOへ移転

以上のような構築により複合化のメリットをより多く

わり、大幅にISO14001に近づきました。一方、EMSも

規格も将来は一緒にするという動きがあり継続して検

EMS
登録証発行

ントシステムの構築の真価は、労力や経費の削減ではなく、

QMS
登録証発行

ュアルで構成する複合マニュアルは、個別MSの上に共
通という傘をかぶせたような形になります。すでに複数
の個別MSの認証を取得している組織にとっては一番作
成が簡単ですが、運用如何では個別性が強調されるとい
う欠点もあります。
文書体系

パターン

特徴（○メリット、●デメリット）

共通+
個別E/Q

ISO14001とISO9001の規格要求事項の
共通部分と個別部分を分離する

E/Q
取得済

○作成容易
○他ISO規格に拡張性大
●運用によっては共通性が弱い

QMS
ベース

ISO9001の規格要求事項にISO14001の
規格要求事項を追加する

Q取得済、
E追加

○規格項番が合わせ易い
○共通性大
●他ISO規格の拡張が難

EMS
ベース

ISO14001の規格要求事項に
ISO9001の規格要求事項を追加する

E取得済、
Q追加

○PDCAがシンプル
○共通性大
●他ISO規格の拡張が難

「EMSだけではできない、QMSだけでもできない。品
質が環境を支え、環境が品質を生み出す。複合マネジメ

QMS
他機関で認証取得

複合マネジメントシステムの構築および運用

1

それから管理責任者を1人、事務局も一元化、文書類

EMS
JACO認証取得

s運用の基本事項として

管理のスリム化とは、文書、記録の作成等、共通化に

（ISMS）等がありますが、各マネジメントシステムは、

複合化への経営者の決心
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ュニケーションの大切さが強調されました。7章は前記

新しいISO
食品安全マネジメントシステム規格
ISO22000への取組み

のようにHACCPを中心とした衛生管理手法の要求にな
っています。食品製造では、安全の確認のために全数を
検査することはできません（破壊検査となり、検査した
ものは製品にならない）
。したがって、現在、どのメー
カーでも最終製品の抜き取り検査の結果による製品の合
否判定が行われています。その根拠となっているのが、
ISO9001の要求事項中の製造及びサービス提供に関する
プロセスの妥当性確認（7．5．2項）です。湯川理事は、
「ISO22000は組織が取り組むプロセスの妥当性確認を詳
細に規定したもの」とし、食品製造の各プロセスにおい

開発認証部

担当理事

吉野 春幸

開発認証部

主幹

斉藤 康成

て想定される食品安全ハザード＊2 を明確にし、オペレー

▲ご講演中の湯川様

ション前提条件プログラム＊3（Operational prerequisite program）または重要管理点＊4 （CCP : Critical

が大切である」として、講演を締めくくりました。

control point）で管理するかを決定した上で、それら

はじめに

よび品質の審査員を中心にして80余名の参加があり、こ

の妥当性確認を行うことの必要性が説明されました。こ

の新しいISO規格への関心の高さが伺われました。

れらの衛生管理手段の妥当性確認についての要求が8章

おわりに

ISO22000：2005 Food safety management systems-

講演では、最初に食品業界に馴染みの無い参加者にも

にあります。8章は、その他ISO9001と同様に、内部監

講演後の質疑応答では、環境または品質マネジメント

Requirements for any organization in the food

分かり易いように、食品製造の典型的な工程を例に挙げ

査、継続的改善の要求があり、マネジメントシステム全

システムの審査員から、この新しいISO規格の審査員に

chain

ながら、ISO22000の中心にあるプロセスと衛生管理の

体の継続的な改善の要求事項が書かれていることが説明

なるためにはどうしたら良いのかという一般的なものか

卓まで（From farm to table）のフードチェーンに関

関係から、その国際的な（TBT関連の）位置づけ、

されました。

ら、食品の原料としての水道は審査の対象となるのかな

わるすべての組織を適用対象とした食品安全実現のため

ISO22000発行までの経緯が発表されました。

が2005年9月1日に発行されました。農場から食

の要求事項です。全体が8章で構成され、4章からが具体
的な要求事項になっているなど、ISO9001品質マネジメ
ントシステムに良く似た構成になっています。特徴とし
ては、ISO9001の製品の実現の要求（7章）に該当の部
分に、衛生管理手法として国際的に認知されている

衛生管理手法の
妥当性確保が要
その後、各要求事項の解説に移り、5章〜6章では、

ど、専門的なものまで短い時間に多くの質問が出され、

食品安全マネジメントシステム
審査員には厳格な要求
るのがISO／TS22003です。開発の初期段階にあるこの

ISO22000の題名にもある、フードチェーン全体での食

規格は、ISO22000の審査登録を実施する機関への要求

HACCP（ Hazard analysis and Critical control

品安全確保のために、組織内外の食品安全に関わるコミ

事項です。特に、ISO22000の審査を行う審査員の力量

point）の仕組みが導入されていることです。
JACOは、2004年3月よりISO22000の委員検討用の

に対する要求は、すでに独自認証登録を実施している機
▼ご講演風景

関にとって、最大の関心事になっています。講演では、

ドラフト版（ISO／CD22000）をベースにしたJACO独

現在開発中のISO／TS22003についての発表もあり、特

自の規格（JACO−HACCP−FSMS規格）による認証

に審査員の力量については、非常に厳格な業務経験と専

をスタートしていましたが、ISO22000が発行されたこ

門性が要求されるとの案の内容が発表されました。

'脚注
＊1 コーデックス委員会（Codex alimentarius ）
国連の食料農業機構（FAO）および世界保健機構（WHO）
合同の人の健康の保護および公正な食品貿易の確保を目
的として、食品規格を策定する国際機関
＊2 食品安全ハザード

とを受けて2005年11月より、JACO−ISO22000認証を
スタートいたしました。

ました。

現在、審査登録機関がその動向に最も興味を持ってい

alimentarius（ コ ー デ ックス 委 員 会 ＊ 1 ） の

Codex

予定時間をオーバーしてしまうほど盛況のうちに終了し

健康に悪影響を与える可能性のある、食品に含まれる生

ゼロリスクではない

物学的、化学的または物理的な物質、またはその状態
＊3 オペレーション前提条件プログラム

ISO22000の位置付け
この期に合わせて、2005年11月26日に、ISO／TC34

講演の終わりに湯川理事は「ISO22000は食品の 絶
対安全（ゼロリスク） を要求するものではない。万一、
安全でない恐れのある食品を市場に流通させてしまった

（食品専門委員会）の国内審議団体である独立行政法人

場合でも、迅速に回収を行えるシステムが整っており、

農林水産消費技術センターの湯川剛一郎理事による特別

原因究明が的確に実施され、再発防止策を講じることが

講演が開催されました。
「ISO22000規格の概要と対応」

できる組織であることを要求しており、その実現のため

と題されたこの講演には、休日にもかかわらず、環境お

組織内外（フードチェーン全体）のコミュニケーション

8 ｜｜ JACO NEWS︱MARCH︱2006

実施のモニタリングが必要な、製品または作業環境への
食品安全ハザードの混入、汚染、増加を管理するために
必要とさせる前提条件プログラム（フードチェーンの衛
生環境を維持するために必要な基本条件および活動）
＊4 重要管理点
食品安全ハザードを阻止または除去する、または許容水
準まで減少させるために必須な管理可能な段階
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動き出したCDM

ISO/IEC27001発行に寄せて
株式会社日本情報セキュリティ認証機構

JACO CDM 取締役 事業推進部長

株式会社

取締役社長

東口 豊

大塚 芳裕

2005年2月16日の『京都議定書発効』からほぼ1年が

CDMとは『Clean Development Mechanism』 の略称

経過して、いよいよ地球温暖化防止のための仕組みの一

です。京都議定書の中で先進国は地球温室効果ガス排出

つであるCDMが動き始めました。

量の数値目標（排出量上限値）を課されています。この

2005年10月15日新しくISO/IEC27001が国際規格と

になります。やりっぱなしではなく、有効性の

2004年、日本は今までに経験したことのないほどの酷

目標達成のために各国は自国の排出量削減に努力すると

して発行しました。ご承知のように、この規格は

観点から管理策を見直すことが義務付けられた

暑と台風の多さを経験し、2005年は超大型のハリケーン

ともに、それが困難な場合は京都メカニズムを使うこと

BS7799-2:2002（以下、旧規格と呼称）
あるいはISMS認

形です。有効性の測定結果からの報告を、マネ

が何度かアメリカを襲い甚大な被害をもたらしました。

が認められています。京都メカニズムの一つである

証基準
（Ver.2.0）
として英国のUKAS、日本のJIPDEC

ジメントレビューのインプットとすることも明

そして2005年12月『京都議定書発効』後初めての締約

CDMとは、先進国がその技術と資金を投入して開発途

が認定機関となり認証してきたISMS（情報セキュリティ

示されました。

国会議COP／MOP1がカナダ・モントリオールで開催

上国の持続可能な発展と地球温室効果ガス排出量削減に

マネジメントシステム）
の規格がベースとなっています。

され、京都メカニズムを規定したマラケシュアコードが

貢献するプロジェクトを実施し、削減量に見合った分だ

正式に採択されました。

け当該先進国の排出量上限値に上乗せすることができる
仕組みです。日本国内の削減努力だけでは数値目標達成
困難が予想される中、政府もようやくCDMプロジェク

CDM登録件数が急増

トの本格的な活用を強力に推進し始めました。

下図はこれまでUNFCCC（国連気候変動枠組み条約）
CDM理事会によるCDMプロジェクト登録件数の推移で

競合他社は世界ブランド

す。特に2005年の10月以降の登録件数は急増してきま
した。
ここでCDMとは何かを簡単におさらいしましょう。

数

ょう。言い換えるなら、誰がリスクアセスメン

は組織の数は2006年1月末時点で1300件を超えるに至っ

トをしても結果が大きく変わらない仕組みにす

ています。これは前年同月ベースで2倍を超える勢いで

ることです。

す。ISO化が実現し、さらに今春にはJIS規格となるこ
とにより認証取得はさらに勢いを増すことが予想されま
ことを考えると日本企業の取得意欲は突出しているのが
わかります。

力業界など日本国内顧客や世界銀
行案件を中心に今後は着実に審査

の工夫と、リスクをしっかり特定することでし

JIPDECのISMS認証基準による認証取得企業あるい

ガス排出量削減に有効か否か』の審査をするのが（株）

24

③ さらに「リスクアセスメントの方法を比較可能、
ました。基本は明快なリスクアセスメント方式

ところで今ISMSは？

す。本家の英国での認証取得がせいぜい200件超である

CDMプロジェクト登録件数推移表

採用した管理策の有効性を測定することが必要

再現可能とする」ことが規格で明確に記述され

これらの『CDMプロジェクトが確かに地球温室効果
JACO CDMの主な仕事です。電

件

はじめに

ところで、
ISMS成功のポイントは
業務上の要請など認証取得のみを優先する企業もある
ようです。しかし、あくまで「ISMSを構築して自社の

ISOになってどう変わるの？

セキュリティレベルを向上させることが目的である」こ

22

小規模（Small）

需要の拡大が見込まれるものの、

20

通常規模（Normal）

CDM審査業界における競争相手

基本的な考え方は旧規格と大きな違いはありません

事業活動の致命傷ともなりかねない昨今の状況をしっか

18

は日本のJQA、日本プラント協

が、詳細に見ると違いはいろいろあることに気がつきま

り認識し、セキュリティ活動を牽引している企業は、成

16

会のみならず、世界に拠点網を持

す。中でも、管理策のレパートリーが変更されたこと以

功していると思います。

つDNV、SGS、TUV−SUDなど

外の主な注目点は、以下の項目です。

14

ツワモノぞろいです。

12

このような厳しい競争条件の中、

10
8
6
4
2
0
04年11月 12月 05年1月 2月
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とを忘れないことです。経営者が、セキュリティ事故が

4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月 06年1月

必ず良い影響が出るでしょう。ステークホルダーの会社
① 旧規格では内部監査がマネジメントレビューの

への信頼は増大し、社員は積極的にISMS活動を実践し、

（ 株 ） JACO CDMは 『 Think

中で記述されていましたが、ひとつの章
（第6章）

その社員はお客様の信頼を獲得するようになることは容

Global, Act Local』
、志高くして今

として独立しました。マネジメントレビューの

易に想像できます。このような良い循環をもたらす原動

後ともCDM事業を推進してまい

一部としての位置から、PDCAのチェック機能の

力はなんと言っても、経営者のリーダシップにあると思

ります。皆様の絶大なるご支援と

重要性を再認識した形です。

います。

ご協力をお願い申し上げます。
3月

ISMSの活動が企業・組織に浸透すると事業活動にも

② ISMSの有効性の測定が要求事項として明示され
ました。ここが戸惑うところかもしれません。
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INFORMATION

登録マークの電子データご利用方法について

環境報告書第三者審査事業の取組み
環境/ 品質/ 労働安全のマネジメント
システムの認証を登録されたお客様
開発認証部

主席

倉水 勝

登録マーク管理者が変更になった

登録マーク、認定シンボル）をご利用い

使う場合は使用規定をご参照くだ

場合は速やかにその旨をお知らせ

ただけることはご存知のとおりで、多

さい）

ください。

来は紙に印刷された『JACO登録マー
ク清刷』と『JACO登録マークの使い
方』をお渡ししていました。

ニーズの高まりを背景に、環境報告書、サスティナブル

この度、ご要望の多かった「電子デ

レポート、環境･社会報告書等その名称は様々あります

ータ」でお渡しする手段として、Web

が、大企業を中心にステークホルダーとのコミュニケー

からのダウンロードサービスを開始い

ションツールとしての報告書の公表が増加しつつありま

たしました。紙媒体の清刷から電子デ

す。環境報告書は1995年頃から発行され始めたといわれ
ていますが、その内容においても当初の環境に限定され
たコンテンツから最近では環境会計、社会･倫理等のい
わゆるトリプルボトムラインといわれる幅広いコンテン
ツを記載した報告書が登場しています。

の信頼関係
（企業の最重要課題）
を築くのみならず、社員

● JACO審査の特徴

等の内部ステークホルダーへの周知・理解を得ることに
つながり、リスク/コンプライアンス管理、モラルの向
上等も期待される重要なアクションであり、報告書はそ

報告書の高い信頼性を確保するためには専門性のある
検証能力/洞察能力が必要となります。
JACOは報告書検証のための資格を持つ審査員および
経験豊富な環境マネジメントシステム審査員が質の高い

のためのツールです。
また一方では、2004年6月に環境配慮促進法（環境省）
が公布され特定事業者（91の国立大学法人、独立行政法
人、等）に対して環境報告書の作成･公表が義務化され、

エビデンス収集能力と洞察力を発揮し報告書の審査を行
● 審査の概要

報告書の審査は環境、環境会計、社会･倫理のトリプ

民間企業においても努力義務となりました。
報告書の普及拡大および読者の感心の高まりに伴い、
報告書の「信頼性」がクローズアップされてきています

ルボトムラインについて行い、それらのコンテンツ毎に
信憑性、網羅性、順法性等の確認を行います。

が、多くの労力を費やし作成した報告書が
「信頼」されるものでなければそれはステー
クホルダーに受け入れられるものではなく
「相互信頼」の確保は困難です。

款として活動を開始し、実績を確保しつつ

ださい。

際にはその保護および漏洩防止のため

その際には「登録マーク管理者」を

の管理をお願いすることになりますの

選任頂き、登録マークを適切にご使用

で、よろしくご協力ください。

いただくための管理をお願いします。

12 ｜｜ JACO NEWS︱MARCH︱2006

▲書類審査

刺は個人に属するものであり、システ

を取得されている場合は、それぞれの

ムに与えられる認定シンボルの表示は

登録マーク管理者の登録が必要です。

http://www.jaco.co.jp/downl
oad/howto.html

4 ．清刷の複製を外部業者に提供する
場合（印刷発注等）
、その一覧を作成
していただき、JACOが要求した場
合、その一覧をご提示ください。

5 ．清刷の複製の保護および漏洩防止
のため適切な管理を行っていただ
きます。
●記事内容についてのお問い合わせ・ご相
談等は以下の連絡先にお尋ねください。
【連絡先】

株式会社 日本環境認証機構
〒107-0052
東京都港区赤坂2-2-19（アドレスビル）
営業部 登録マーク担当
E-mail: logo@jaco.co.jp
TEL:03-5572-1722 FAX:03-55721733

▼製品カタログに使用する例
例①

（一人の方がそれらの登録マーク管理

便箋等への表示は変更ありません。

者を兼任する事は可能です）

主な変更点

登録マーク管理者の役割

1．Webからのダウンロードサービス

1 ．登録マーク（清刷）をダウンロー
ドできます。

赤坂工場は環境マネジメントシステム
ISO14001: 2004の認証を受けた工場です
例②

ダウンロードのお申し込みをし

「ホームページ用」
清刷
（電子データ）

ていただくと、登録マーク管理者

2 ．ご使用になる登録マークは全パタ

宛にダウンロード許可のご案内

ありません、選ぶだけです）

●登録マーク使用規定

し1名選任願います。
同一組織であっても複数の登録番号

不可との主旨です）
。会社案内、封筒・

定］
の遵守を徹底していただきます。

登録マーク管理者は登録番号1 件に対

の名刺への表示は不可となります（名

（貴組織で組み合わせて作る必要は
▲現地審査

登録マーク
ダウンロードサービスの
お申し込み方法

2005 ）により、清刷りをご提供する

ーン揃っています。

に関する保証のための審査業務を新たな定

ました。

は、専用のWebSiteからお申し込みく

「印刷用」清刷（電子データ）

上記の背景を踏まえ、報告書の「信頼性」

（2）JACOロゴの鮮明度を改善し

定協会：JAB）の要求（JAB N410−

を開始しました。

JACOの対応

わりました。

登録マークのご使用のお申し込み

一方、英国貿易産業省通達によると、

3 ．登録組織内で［登録マーク使用規

名称が「QS」から「QMS」へ変

認定機関（財団法人 日本適合性認

2006年9月以降はUKAS認定シンボル

います。

（右下例②参照）の認定プログラム

（紙媒体）も改訂されています）

そちらをご利用ください。

あります。

5．その他
（ 1 ）品質の JAB 認定のシンボル

瞭に且つより簡便に使っていただける

意していますので、ホームページには

経営姿勢を表明することとなり外部ステークホルダーと

をお願いします。

（注：従来通りの印刷された清刷り

ムページ用のデータ（jpg 形式）も用

企業活動のディスクロージャーは企業
（組織）
トップの

4 ．登録マーク管理者による使用管理

ータの清刷に変ることにより、より明
ようになりました。また、お客様ホー
審査報告書s

りいたします。

（色指定の手間が省けます／別色を

登録マークをお使いになる場合、従

企業活動のディスクロージャーおよび透明性に対する

れています。

録されたメールアドレス宛にお送

は、その証として登録マーク（JACO

くの方々にお使いいただいています。

背景と意義

3 ．電子データには主な色情報も含ま

（ID/ パスワード）をお送りいたし
ます。

2 ．登録マークに関する更新情報を登

赤坂工場は品質マネジメントシステム
ISO9001: 2000の認証を受けた工場です
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2006年上期 セミナースケジュール
コース
【JAB認定】
ISO14001環境
審査員研修
コース5日

師は規格の開発に携わった専門家など

変化への対応 新しいセミナー

幅広い人材で構成します。

◆「製品化学物質管理」、「 RoHS 対

【JAB認定】
環境審査員資格
更新リフレッシュ
コース1日

応」については、7 月のヨーロッパに
おけるRoHS 指令の発効に合わせて、
最新情報の提供とシステム構築のため

小貫

のノウハウを提供するセミナーをお届

治朗

内部環境監査員
養成コース2日

これまで環境、品質、ISMS の審査
員研修コースや、内部監査員研修コー
スを中心に、構築実務者向け、経営

められています。リスクマネジメント

◆「環境報告書」については、作成が

やCSR との融合を視野に入れて、審

義務付けられた独立行政法人だけでな

査員、監査員のレベルアップに役立つ

く、CSRの一環として報告書を作成す

セミナーを指向していきます。

る組織に対して、ノウハウ、チェック

また、ISO/TS16949などの自動車
業界のセクター規格についても、規格

ーを提供します。

のコースを提供してきました。最近で

解説や内部監査員養成などのメニュー

◆「複合マネジメントシステム構築」

は各種セクター規格や、新しいマネジ
メントシステムに対応した新しいセミ
ナーも増やしてきました。
来年度は、環境、品質の審査員研修

を充実していきます。

ISMS分野の新しい動き

マネジメントシステムの複合化加速に
伴って、推進される組織のご担当の方
に参考になるノウハウを提供します。

大阪

東京

大阪

仙台

そのための差分研修の開催をはじめ、

などのセミナーを提供します。

実施することが当面の課題です。

審査員研修、内部監査員養成などのカ

以下、個別の分野毎にトピックスを
お伝えします。

環境分野の新しい動き
規格の改訂が一段落して、本来課題
の追求に軸足が移り、制度の完成度、

リキュラムの27001への切替えを遅滞
なく進めていきます。

食品安全
マネジメントシステムの動き
ISO22000が昨年9月1日に発行さ

有効度を一段と高めることが必要にな

れ、引き続き審査の基準を示す

ります。その一環として、
「環境側面」
、

ISO22003他の発行が今秋に予定され

「環境影響評価」等について、組織の

ています。こうした動きの中で、食品

更なる継続的改善につながる内容を深

業界のみならず、食品関連の幅広い分

堀するセミナー、地域に密着した「地

野で、食品安全を確保するために、本

方条例の解説」を取り込んだセミナー

当に役立つシステムはどんなものか関

など、きめ細かいニーズに対応して充

心が高まっています。

実させていきます。

品質分野の新しい動き

来年度はこうしたニーズにお応えす
るために、「食品安全入門コース」、
、
「食品安全
「22000規格解説コース」

環境と同じく規格の成熟期にあっ

マネジメントシステム構築コース」な

て、その有効性を高めていくことが求

どを取り揃えて提供していきます。講
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次ページに、今年度前半のセミナー
実施スケジュール（予定）を掲載しま

環

s東京会場／東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル8階JACOセミナーセンター
地下鉄銀座線/南北線/溜池山王駅8番出口前
s大阪会場／大阪市北区堂島2-1-7
日販堂島ビル8階JACO関西支社
JR大阪駅桜橋口より徒歩13分
s札幌会場／札幌市中央区地域
詳細はJACO技術部にお問合わせください。
s仙台会場／仙台市青葉区中央3-4-18
東北外国語専門学校東二番丁校舎
JR仙台駅西口より徒歩7分
s金沢会場／金沢市鞍月2丁目3番地
石川県鉄工会館3階JACOプラザ金沢
JR金沢駅西口よりタクシーで10分
s名古屋会場／名古屋市中区栄1-23-10
ソニー名古屋ビル9階
地下鉄東山線/伏見駅6番出口より徒歩5分
s福岡会場／福岡市中央区長浜1-4-13
ソニー福岡第2ビル8階
地下鉄天神駅中央口/西鉄福岡駅北口より徒歩15分
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概要、詳細内容、申込などは http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧下さい。
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【お問合せ先】

E-mail：info-g@jaco.co.jp

21

22〜23

大阪

東京

26

24〜25

東京

機能安全 実務コース
国際規格 経営者・管理者
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規格要求事項
解説1日
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【セットコース】JACOセミナーの内、複数のコースを組合わせて受講料を割引いたコース
（max22%
引）
を設定しています。
【コース】環境Aコース＊、環境Bコース＊、品質Dコース、品質Eコース＊、品質Fコース、品質Gコ
ースなど
●セットコースの内、＊印は教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座です。
●セットコースの内容、日程は右記にお問い合わせください。
●受講期間が1ヶ月以上になりますが受講開始後の日程変更はできません。
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東京

品質管理コース5日
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養成コース2日

10〜12 21〜23

名古屋

環境側面と
環境影響評価
研修コース1日
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品
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大阪

4〜5
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金沢
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レベルアップコース1日
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東京

25〜26
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ISO14001:2004
規格要求事項の
解説コース1日
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13〜14

4月

【JAB認定】
QMS審査員資格
拡大研修コース3日

24〜25 22〜23 19〜20 18〜19 24〜25 19〜20

仙台

すので、ご覧下さい。
【セミナー会場】

5

東京

名古屋

てガイドラインの解説や報告書の解説

21〜25 11〜15

19〜21

11〜12

開 催 日

開催
場所

【JAB認定】
JISQ9001
（ISO9001） 東京
審査員研修コース5日

19〜21

福岡
内部環境監査員
レベルアップ
コース2日

金沢

査員資格の移行を進めることになり、

26〜30 24〜28

名古屋 13〜14

て、GHG 排出量の算定・検証につい

27001の発行、今春のJISQ27001化

10〜14

コース

9月

5〜9

金沢

来年度上半期は、認証登録の移行、審

に伴うコースの切替えをタイムリーに

5〜9

8月

22〜26 19〜23 24〜28 28〜9/1 25〜29

3〜4
東京

たISMS 分野においては、先秋のISO

報告・公表の義務付け）への対応とし

15〜19

大阪

ースへの衣替えが必要となりますし、ま

定スキームの変更に伴って、新たなコ

7月

大阪

4 月から施行される改正温暖化対策法
（二酸化炭素など6種類のガス排出量の

コースについては、認定機関および認

6月

東京

ISMS情報セキュリティ認証規格が
昨年10月にISO/IEC27001：2005と
して制定され、4月にはJISQ27001:
2006が発行されます。これを受けて、

◆「地球温暖化」

5月

31〜8/1

ポイント等の実践的解説をするセミナ

者･管理者向けなど、階層別に数多く

17〜21

6〜7

けします。

はじめに

東京

開 催 日
4月

金沢
【JAB認定】
EMS審査員資格
拡大研修コース3日

その他の動き

取締役 技術部長

開催
場所

19
26〜27

21〜22

31〜9/1

7

23

●（株）日本環境認証機構 技術部
TEL 03-5572-1723 FAX 03-5572-1730
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

●（株）日本環境認証機構 関西支社
TEL 06-6345-1731 FAX 06-6345-1730
〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル
●JACOセミナーはJACOによる第三者認証とは直接関係ありません。
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VOICE 1

（株）
東芝 研究開発センター 施設･環境保全部

CUSTOMER

富士ゼロックス株式会社 国内営業ISMS本部事務局

学校教育への寄与を通した
環境コミュニケーション活動の推進

ISMS認証取得を振り返って

部長

ISMS管理責任者

水上 浩

国内営業部門16,500名がベクトルを合わせ、9ヶ月で認証を取得
鈴江 正博

様

はじめに
持続可能な社会を実現するために

VOICE 2

こども報告書の発行以来、これを教

方通行の情報発信になることが懸念さ

材に小学校から高等学校を中心に訪問

れる。そこで、2004 年度以降もステ

授業･セミナーを開始した。

ークホルダとの共同編集を継続してい

様（販売本部

情報セキュリティコンサルG マネジャー）

し効率化を図りました。その枠組みを

も、定期的に16,500 名一人一人に対

作り上げるのに 3 ヶ月を要しました。

してWebによる「自己チェック」形式

現在、企業に対する社会的要請が大

それをもとに全国展開し「現場リスク

のアンケートを実施しています。これ

きく変わり始め、基本的なコンプライ

アセスメント」を実施しました。その

はリスク対応計画の代表的な項目の実

大規模組織での取得の背景

は、市民、行政、そして企業が協力し

この授業では、いわゆる自然保護や

合うことが重要であり、いわゆる20世

環境問題の基礎的な事柄は最小限にと

なお、これらの共同編集による報告

アンス、社会関係への十分な配慮、新

説明を各層の推進事務局に対して相当

施状況などを四半期ごとにモニタリン

紀型の大量生産・大量消費・大量廃棄

どめ、企業はどう環境と向き合ってい

書は環境コミュニケーション大賞、環

たな企業価値を提供し続ける卓越した

な日時を要して現場に出かけコミュニ

グし、従業者の意識がどれだけ変わっ

の活動から脱却した新しい価値観の形

るのかについて、環境上の事故・不具

境報告書賞にて、それぞれ環境報告優

能力とそれを統括するガバナンス体制

ケーションを図り、実施してきました。

たかをWebで確認できる仕組みとして

成が求められている。

合の事例や日常的な苦労話も含めて赤

秀賞、サイトレポート賞などを受賞し

が急務となっています。そのガバナン

た。

スの一つとして、情報セキュリティを

ここでは、このような価値観の変革

裸に語りかけることとした。また身近

を志向した環境コミュニケーション活

な材料を用いた簡単な実験やクイズに

動について、特に学校教育への参画や

より、興味と理解を深められるよう配

子どもたちとの交流を中心に紹介す

慮している。

る。

子どもたちとの
環境コミュニケーション

読者との共同企画･編集による
環境報告書

る。

おわりに

いち早く社内に確立する必要があると
認識したことが大きな背景です。

構築したものです。ITを極力活用して

推進体制の組織化と教育展開

効率化を図り、手間のかかる部分を簡

推進体制の組織化も重要な要素にな

素化しています。

りますが、ISMSの推進体制は通常の

今後の展開

学校教育への参画から発展してきた

また、全社経営改革プログラムの一

マネジメント組織の上にかぶせてお

地域での環境コミュニケーションは草

環としてサービス事業の早期立ち上げ

り、通常のマネジメント組織＝ISMS

の根的で冗長とも思われる活動ではあ

が方針として謳われ、お客様の重要な

マネジメント組織としています。

るが、子どもたちの瞳は私どもの心を

基幹システムなどに関わる業務も今後

つまり日常行われているマネジメン

基盤の一つであるAFSC（All Fujixerox

映し出す鏡といえる。こちらの情熱は

増大することもあって、お客様から高

トにおいてISMSも構築し運用もされ

認証取得から早や4 ヶ月が経過しま
したが、進捗状況は全社セキュリティ

企業ではISO14001にもとづく環境

「環境サス
踏まえて、2003年度には、

彼らの瞳の輝きとなって返ってくる。

い信頼を得られるようなISMS を構築

ています。特徴的なこととして、審査

Security Card）の2006年4月導入に
向けての準備、AFSC導入と連携した

保全活動の導入が積極的に行なわれて

テナビリティ報告書2003 〜こちら中

彼らの瞳をさらに輝かせることができ

する必要もありました。

でのトップインタビューでは通常、国

入退管理の強化およびプリンター等の

いる。このためには、従業員教育は欠

学校編集局：企業はどう環境と向き合

るかこそが、コミュニケーションの成

かすことができないが、20世紀型のラ

っているのだろう？〜」
（図2）を中学

否を象徴していると言っても過言では

イフスタイルに馴染んで生活してきた

生との共同企画・編集により発行し、

ない。今後も子どもたちと共に企業の

世代には、「改善」のための活動は理

対話型コミュニケーションの好事例と

社会的責任のあり方について学び、コ

リスクアセスメントについては、

解しやすいものの、個人の価値観にお

して高い評価を得た。

ミュニケーション活動の一層の充実を

よぶ変革を直ちに受入れることは容易
ではないと思われる。
そこで、価値観の形成に柔軟な考え

以上のような子どもたちとの交流を

内営業部門を統括している総責任者に

出力管理、PKI 認証への諸準備、日常

対して実施されますが、各層の責任者

マネジメントの仕組みのWeb化、最後

や販売会社の社長もトップインタビュ

に監査手法/体系の見直しによる監査員

ーを受けました。次に教育展開では、

の力量アップがあげられます。今後は

「標準プロセスリスクアセスメント」

ISMS教育用CD-ROMとWebによる

技術導入と組織運営の強化を両輪とし

と「現場リスクアセスメント」という

教育システムを当社の関連会社などの

て、更なるレベルアップをはかり、そ

ンの重要なツールであるが、ともする

ようにステップを二段階に分けて実施

協力のもと作成し、結果として関連会

の成果をもとにお客様とコラボレーシ

と企業からステークホルダに向けた一

しました。

社との連携がうまく進みました。他に

ョンしていきたいと考えます。

環境報告書は環境コミュニケーショ

はかっていきたい。

独自開発した
リスクアセスメント手法

「標準リスクアセスメント」は販売

方と素地を持つ「子ども」に対して、
学校教育などを通して働きかけ

業務の中の代表的な業務プロセスを洗

ることは企業として必然で

い出し、標準化したものです。進め

あると考え、まず読者の対

方・やり方でいろいろと工夫をする必

象を小学校高学年とした、

要に迫られました。例えば、経済産業

「こども環境報告書」（図 1 ）

省が展開しているEA手法（Enterprise

を発行した。本報告書は、分

Architecture=全体最適への業務シス

かりやすさの追求のために、訪

テム改善をする仕組み）のひとつであ

問授業の試行や教諭の方々との

などを活用して、
るDMM（機能構成図）

議論を踏まえて編纂し、｢大人に
もこれで十分｣との評価を得た。
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▲図1 こども環境報告書

▲図2 環境サステナビリティ報告書2003

業務や情報資産の現状分析をする当社

ISMS 構築のステップ
2004年10月 2004年11月 2004年12月 2005年1月

準備フェーズ
構築キックオフ
▼

2005年6月 2005年7月

規程整備・
ISMS文書作成
現場
リスクアセスメント

運用
キックオフ
▼

書
類
審
査

リスク対応計画の
展開
部門長・監査員
教育

2005年8月 2005年9月

運用フェーズ

中間
レビュー
▼

ISMS基本方針

標準プロセス
リスクアセスメント

事務局
研修

2005年4月 2005年5月

構築・展開フェーズ

本部事務局誕生

ISMS
推進体制組織化

2005年2月 2005年3月

全社員教育

初
動
審
査

マネジメント
レビュー
▼

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
監
査

本
審
査

独自のテンプレート的なツールを作成
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VOICE 3

岡崎通運株式会社

CUSTOMER

株式会社阪南ビジネスマシン

物流リーディングカンパニーを目指し、
地域・社会に貢献する企業に！

ISO14001認証取得を
振り返って

▼ISO14001登録証を持つ
細川社長（左）
と前山専務

代表取締役専務

前山 敏昭

VOICE 4

総務課長

山崎 富紀江

様

会社概要

ーニングポイントになりました。しっ

会社概要

かりとした全社の仕組みが構築され、

▼本社全景

様

局、各部門から20名の体制でISO委員
会を発足させました。

岡崎通運株式会社は、徳川家康公生

品質の確保がこれまで以上にシステマ

株式会社 阪南ビジネスマシン（本

当初は、規格の用語や解釈が分から

境の授業があり、子供から注意される

誕の地・愛知県岡崎市に、戦後間もな

ティックに進められたからです。さら

社：大阪府堺市）は、1971年7月創業

ず、コンサルタントの指導を仰ぎなが

こともあったが、ISOに取り組むよう

い昭和25 年に設立されました。以来、

に、輸送品質の向上だけでなく、安全

のOA 機器とオフィスシステム構築を

ら勉強会を実施しました。

になって、環境について子供と話し合

物流のリーディングカンパニーを目指

対応も体系づけられた仕組みにより、

主力商品とするOA専門商社です。

し、お客様に喜ばれ、地域の皆様と共

充実していきました。

生する企業造りに励んでまいりました。
環境についても、デジタルタコメー
ターの導入・エコドライブの推進・車

ートラインにやっと立てたと認識して

当社は、本社のほか、大阪、泉佐野、

ISO14001取得活動がスタートしまし

じ考えです。しかしながら、取得まで

ステムマシン株式会社を含めて総勢65

去し、各フロアに分別BOXを設置した

た。

の活動を通じて、次のような効果が出

名の人員で、プロフェショナル集団企

ことです。一種のショック療法ですが、

が、お陰様で、指摘は観察事項3 件に

たと信じています。

業を目指しています。

当初は不便を感じて不満も出ました

とどまり、判定結果で合格したとの連

が、これによりゴミの発生を削減する

絡を受けたときには、今までの苦労も

ことができ、ゴミの分別も徹底するこ

どこへやら、全員で喜び合いました。

ら推進実現してきました。さらに、モ

春の｢環境側面｣調査に引続き、夏にそ

ーダルシフト（鉄道・船舶輸送との連

の評価が始まると事態は一変しまし

携）により、環境にやさしい輸送の拡

た。品質と違い、対象があまりに広か

はそのために何をするのか、しなけれ

当社は、昨年1月にISO14001の認

充に取り組んでいます。

ったからです。

ばならないのか？」の意識が広がった。

証取得のキックオフを実施し、昨年12

②仕組みの確立

月に念願かなって取得することができ

取得目標は12月。これは相当厳しい

①コンプライアンス（法令遵守）意識の
創生
「何を何のために守るのか？

自分

ノルマだと改めて認識させられまし

誰もが同じ認識を持てるように、仕

当社にはかねてから｢安全｣｢品質｣

た。しかし、ここからISO9001 で培

組み（手順）が次々に造られ、会社の資

｢環境｣の三つの柱がありましたから、

った、社をあげての活動が始まったの

源が効率的に活用されるようになった。

ISO9001とISO14001の認証取得は、

です。一体感を持って、なじみの少な

③三つの柱の推進

ある意味では既定路線でありました。

かった環境に関する膨大な法令規制な

について報告します。

得の機運が高まりました。

取得による効果
目的・目標として次の項目を掲げ、

審査に向けての準備および
活動を通じて得た成果

環境活動を推進しています。

発足当初から、ISO委員会メンバー

② コピー紙の削減

① 電力の削減
③ 一般廃棄物の削減

高めるかをポリシーに掲げ、事務合理

た。各メンバーは各部門からの集合で

④ 環境配慮型複合機・印刷機の拡販

｢品質｣｢環境｣活動は、自然に｢安全｣

化の推進を社会的使命として事業活動

あるため、最初のころは温度差があり

⑤ 技術力の向上

どを理解し、こまめに業務やインフラ

につながり、三つの柱がさらに相乗的

を推し進めてきました。同時に、地元

議論も噛み合わず、意見がまとまらな

⑥ クレーム件数の減少

に当てはめていきました。

に機能してきた。

密着型企業として、あるいは地域社会

いこともありましたが、規格の意味を

特に、コピー紙の削減や一般廃棄物

貢献の一環として環境保全に取り組ん

理解し始めた6 月以降からは活発に議

の削減については、認証取得当初に比

できました。

論ができるようになりました。委員会

べ大幅に削減することができました。

一方、顧客との会話の中で

における検討内容は各職場に持ち帰っ

また、オフィスがすっきりし、訪問さ

さいごに

ISO14001 取得がしばしば話題とな
り、営業部門から当社もISO14001を

て報告し、ある時は教育する必要があ

れたお客様にも好評です。

ISO14001 取得は、顧客・地域の

取得したいとの要望が出てきました。

むようになりました。終盤のころには

「環境配慮型製品（複合機・印刷機）

方々、そして社内のコミュニケーショ

かねてよりこのマネジメントシステム

休み返上で、マニュアルの修正や是正

の拡販」においてはグリーン購入法適

また、審査時にいただいたJACO審

ン向上にもつながり、人造りにも貢献

は社員教育に非常に役立つものと認識

を行いました。

合・エコマーク製品、資源循環型商品

査員の方の厳しくも温かみのあるご指

しています。こうして生まれた優秀な

していた社長は、期は熟したと判断し、

摘も、大いに役立ちました。

人材を活用し、ISO活動を通じて、地

今後もISOを基調とした企業風土の

けないロードに苦戦することになりま

かせませんが、一方で大気汚染の元凶

醸成を図り、さらなる効果をあげてい

した。

であるとの一般認識があります。これ

きたいと考えています。

を打破したいということも大きな推進
力になりました。こうした意識が、

2005年12月のISO14001認証取得に
結実しました。

効
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ました。今回、取得に向けた取り組み

とができました。同時に全員にISO取

を中心に月2 回の勉強会を実施しまし

トラック輸送は産業基盤としては欠

▲ISOステッカーとBEST IS BESTのトラック
（上）
最新鋭の高岡ロジネット･センター全景
（下）

ISO14001認証取得の
目的と経緯

審査は厳しく行っていただきました

創業以来、常に顧客の満足をいかに

ハードルを越える必要があり、思いが

得活動は会社と社員にとって大きなタ

話をしていました。

横に置いていたゴミ箱をいっせいに撤

調に推移すると考えていたのですが、

それでも、それをクリアした時、取

等、意識を持って行っている｣という

富田林の各営業所、関連会社の阪南シ

イブリッド車の導入などを早い時期か

認証を取得するまでには、いくつもの

たことは、社長室も含め、各自の机の

います。これは会社トップも社員も同

当初はISO9001 の実績もあり、順

しかし、2004 年12 月にISO9001

い、家庭内のゴミの分別や消灯の徹底

そして、 2005 年春からいよいよ

両のバッテリー/天然ガス化、そしてハ

ISO9001から14001へ

そのような状況の中で、まず実行し

果

正直申しますと、ISO14001はスタ

るので、メンバー全員が真剣に取り組

また、環境経営の観点から、本業の

その間、ISO委員会を通じて各職場

など、環境配慮型製品の占める割合が

社長自らが先頭に立って、昨年1月5日

の業務が理解でき、部門間のコミュニ

100％近くになってきており、営業ス

域・社会に貢献する企業を実現してま

の初出の日に全社員が参加してISO取

ケーションがより活発に図れるように

キルも非常に高くなり、今後とも経営

いります。

得のキックオフ大会を実施しました。

なりました。

に役立つマネジメントシステムを実践

そして、環境管理責任者、2 名の事務

メンバーの中には、｢小学校でも環

していきたいと考えています。
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事業所の所在地

■本社（東京）

■関西支社（大阪）

〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル
TEL. 03-5572-1721 FAX. 03-5572-1730

〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

交通案内

交通案内

銀座線・南北線 溜池山王駅 8番出口前
● 地下鉄 千代田線・丸ノ内線 国会議事堂前下車 徒歩6分

● JR大阪駅下車

● 地下鉄

TEL. 06-6345-1731 FAX. 06-6345-1730

徒歩10分
北新地駅下車 徒歩6分
● 地下鉄 御堂筋線 梅田駅下車 徒歩10分
● 地下鉄 四ッ橋線 西梅田駅下車 徒歩6分
● JR東西線

駅
沢
金
JR

■名古屋営業所

■JACOプラザ金沢

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

〒920-8203 石川県金沢市鞍月2-3 石川県鉄工会館3階

TEL. 076-268-9375 FAX. 076-268-9374

TEL. 052-587-2294 FAX. 052-587-2297

交通案内

交通案内
● JR名古屋駅下車

● JR金沢駅下車

西口より タクシー約10分
西口より バス約20分
（北鉄バス金沢駅西口経由「工業試験場」行き）

徒歩7分

● JR金沢駅下車

お問い合せ・お申し込み
●審査登録に関することは

0120-248152
TEL.03-5572- 1722
関西営業部
TEL.06-6345-1731
名古屋営業所
TEL.052-587-2294
JACOプラザ金沢 TEL.076-268-9375

本社営業部

●セミナー、書籍、ネットワークに関することは

FAX.03-5572-1733
FAX.06-6345-1730
FAX.052-587-2297
FAX.076-268-9374

●審査日程ならびに審査に関することは
審査管理部
環境審査部
品質審査部
関西審査部
労働安全衛生審査センタ

TEL.03-5572-1725
TEL.03-5572-1725
TEL.03-5572-1727
TEL.06-6345-1732
TEL.03-5572-1729

技術部
技術部（関西）

TEL.03-5572-1723
TEL.06-6345-1731

●苦情やご要望に関することは

CSセンタ

TEL.03-5572-1741

FAX.03-5572-1730

●関連会社へのお問い合せは

FAX.03-5572-1731
FAX.03-5572-1 73 1
FAX.03-5572-1 73 1
FAX.06-6345-1730
FAX.03-5572-1 73 1

株式会社ジェイコ マネジメントシステム

TEL.03-3585-8931 FAX.03-3585-8910
株式会社日本情報セキュリティ認証機構

TEL.03-5561-970 1

FAX.03-5561-9700

株式会社JACO CDM

TEL.03-5572-1753
編集
後記

FAX.03-5572-1730
FAX.06-6345-1730

今号より、本誌デザインをリニューアルしました。
古き良きものは残しつつ、新しいものは取り入れて、季節が冬から春へと移り変わる
ように、
「JACO NEWS」も今まで以上に皆様の役に立つ情報誌へと発展させていき
ます。これからもご愛読の程よろしくお願いいたします。
（しい えす子）

FAX.03-5572-1757

掲載記事に対するご意見をお聞かせください。

E-Mail:cs-center@jaco.co.jp

