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以上に重要視されています。例えば環境や品質等の審査

ばすことができ、これまで4300件を超える審査登録をさ

に関しては、組織活動の透明性を高めようとする受査組

せていただいております。これもひとえに皆様のご支援

織の期待を担っていますし、受査組織の利害関係者や一

の賜物と厚く御礼申し上げます。多くの組織が、国際規

般社会からは、法的要求事項などや自らが決めた要求事

格であるISO14001やISO9001の認証取得を通じて、環

項は必ず遵守するという組織風土の構築にも貢献してい

境や品質に対する組織の意思を社内外に表明する手段と

くように期待されております。

して、さらには経営ツールの1つとして活用しているの

SRの国際標準化への取組みとしてISO26000の規格化

はご存知の通りです。最近では、環境や品質の認証取得

が進められていますが、それを待つまでもなく、環境・

ならびに維持は当然のこととして、それらを組織のリス

品質・情報セキュリティ・食品安全等のマネジメントシ

ク管理の手段として位置づけ、より前向きな取組みを期

ステムに対する取組みの中でも、第三者による審査をSR

待するトップマネジメントが増えています。

の有効な手段として活用している組織があります。それ
ぞれのシステムを構築することは当然として、PDCAサ
イクルによる継続的改善を着実に進める活動が、一見回

最近、新聞紙上などでSRという言葉を目にする機会

りくどく見えてもリスク管理の1つとして有効となりま

が増えてきました。SRとは「Social Responsibility」

す。そのために、JACOは厳しいと言われるかもしれま

の略で、
「社会的責任」
と訳されます。環境を例にとると、

せんが、PDCAが本当にうまく廻るための審査に重点を

エネルギーの大量消費によって引き起こされる地球温暖

置いています。リスク管理の課題は、個々のリスク対策

化が地球規模に広がり、どの組織も①温暖化防止②資源

の実現性に対してどのように信頼性を確保していくかと

節約③汚染防止④生態系保全などに配慮した活動がSR

いうことに尽きると思いますが、JACOの審査は受査組

として求められるようになりました。また品質について

織が発信する情報の透明性・信頼性を高めることにも貢

は消費者を含む顧客満足の向上を目指すことがSRその

献できるものと考えています。

ものといえます。また製品不良による事故、不当表示、

るようになったこともSRが重要視される理由です。

最後に
JACOは、環境・品質・情報セキュリティ・労働安全
衛生・環境報告書等の分野において、受査組織のみなら

これまでの社会通念や、暗黙の了解事項に対する一般

ずそれらの組織の利害関係者に対しても信頼を得ること

社会との感覚のズレが引き起こす組織のリスクは非常に

のできる審査を目指し努力してまいりました。社会的責

大きくなり、組織のSRに対する基本姿勢が組織の業績

任（SR）はいろいろな角度からの取組みが必要となり

JACO NEWS No.11

に直結してくる時代になりました。そのため、組織のト

ます。JACOはISOの審査登録を通じて、その分野へも
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ップ自身が、それに応えていく必要性を強く認識してい

貢献してまいります。引き続きご支援をよろしくお願い

ることが伺えます。これまで以上に、
「自分の組織は大

申し上げます。

【岩手県・中津川】岩手県盛岡市を東西に貫流する中津川は、北上山地の安
部館（あべだて）山に源を発し、雫石（しずくいし）川とともに盛岡市で北上川に
合流する。夏にはホタルが飛び交い、秋にはサケが遡る。

送付先変更のお申し込みはメールでも受け付けています。

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

の審査登録機関として、毎年、順調に審査登録件数を伸

が発生し、消費者や社会が組織に対して厳しい目を向け

名

審査登録機関の役割
これらの状況を背景に、審査登録機関の役割が今まで

個人情報の大量流出、リコール隠しなどの企業の不祥事

フリガナ

氏

が始まっています。

しました。その間、JACOはISO14001およびISO9001

社会的責任（SR）への関心の高まり

JACO紹介 …………………………………………… 18

所

ントシステムISO9001が制定され、既に10年以上を経過

橋本 玲子 様

郵便番号

住

そのためSRに関する情報公開など、さまざまな取組み
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伊藤 信久

丈夫です」と公言しなければならなくなったわけです。
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JACO食品安全マネジメント
システム研究会 発足！
取締役開発認証部長

板垣

芳博

ードチェーンの他段階に知らせることができるため、外

2．ISO22000のマーケット拡大：大手量販店はアウト

部コミュニケーションツールとしても有効である。

ソースを多く活用しており、食品製造・流通において食

一方、各組織が「食品安全」の基準を明確にしていな

の安全性を確保するためには、やはり何らかのマネジメ

いと重要管理点＊3 の特定はできないとし、審査認証機関

ント規格の導入が必要となる。アウトソース先が量販店

の使命として、ISO22000審査では、各組織において明

に対して食の安全性確保を証明し信頼を得るには、

確にされた「食品安全」に基づいて重要管理点が決定さ

ISO22000を導入し安全に対する仕組みが整っているこ

れ、的確な管理がなされているかを確認していくことが

と示すことが有効であり、ISO22000を拡大するチャン

重要であるとのご意見をいただきました。

スである。

その他、昨今話題となっているポジティブリスト制＊4

3．ISO22000の中小企業の適用：審査機関があまりシ

ISO22000では食品製造業務の検証に加え、経営そのも

について、通常の経営の中でポジティブリスト制に適合

ビアになりすぎると被審査組織が取組みきれなくなる可

ISO22000 : 2005食品安全マネジメントシステム「フー

のが「安全」の視点でなされているかを確認する仕組み

するように農薬管理をしていくのは非常に困難である

能性がある。その解決策として、JACOが中小企業向け

ドチェーンの組織に対する要求事項」が昨年9月に発行

になっているため、消費者にとって「安心」の一つの目

が、マネジメントシステムを取り入れその中で農薬を管

の簡易版の食品安全マネジメントシステムを作成し、農

され、JACOにおいても新審査スキームによる審査登録

安となる。そのようなISO22000に多大な期待をお持ち

理することで、遵守が担保されるのではないかと

水省などに提案してはどうか。またJACOのプライベー

がはじまっています。

とのことでした。

ISO22000の有効な運用方法のお話もいただきました。

ト認証をスタンダードにしていけば良いのではないか。

る要求に十分に応えることができない。それに対し、

はじめに

4．ISO22000審査員の確保：農業分野においては農業

そうした中、今まで環境・品質のISOを中心に取り組
めていけば良いのか、また認証機関としてどのような役

ISO22000の可能性

食品関連組織の
ISO22000への関心と現状

割があり、社会貢献ができるのか等を有識者の方々にご

池戸 重信 氏

岩瀬 昌敏 氏

んできたJACOが今後どのように食品安全認証事業を進

岩瀬氏からはISO22000普及状況はISO（9001や14001）

改良普及員（現役・OBで4万人）
、食品製造・サービス
審査員候補として活用してはどうか。

提供分野では保健所職員や地方自治体農政課の職員等を
以上のように、各分野からのISO22000に対するお考

検討いただく目的で、今年度よりJACO食品安全マネジ

池戸教授からは、ISO22000のベースとなるHACCP

メントシステム研究会を発足し、2006年6月1日に第1回

について、
「安全」
「安心」の確保のためには、第一次生

取得組織やHACCP取得組織では関心度が高いが、実際

えを頂戴し、JACOにおける今後の食品安全に関する事

目の研究会を開催しました。

産から消費までフードチェーン全体を管理する必要があ

に導入を考えているかどうかになると関心度が低くなっ

業の進め方を考える上で非常に意義深い研究会となりま

研究会は伊藤社長の挨拶および開催趣旨説明の後、行

るにも関わらず、食品衛生法の中ではHACCPは製造部

ている。しかし現在HACCPは行き詰っている状態であ

した。

政の立場から全日本コーヒー公正取引協議会常務理事

門・加工部門が対象で、かつ6品目に限定されており、フ

り、HACCPの考え方からISO22000への移行を真剣に

生田博司氏（農林水産省OB、 TC34 ＊1 、コーデックス

ードチェーン全体を管理する仕組みとなっておらず不十

考えるべき時期である。

、学識経験者として宮城大学食産業
委員会＊2 に関わる）

分である。今回発行されたISO22000には食品安全確保

学部教授 池戸重信氏（農林水産省OB、TC34日本窓

のための次段階の仕組みとして大きな意義がある。

口）
、食品・農産物流通業界有識者として日本SEQ推進

また、食品安全基本法では、 責任は事業者側にあり、

ただし食品業界は中小企業が非常に多いため、熟達し
たコンサルタントや審査技術を持っていないと規格の要

事業者は食品の安全・安心とも満足させるためにフード

拡大が困難になるのではないか、とのご意見を頂戴しま

システムの構築、有機農産物認証機関等を設立）
、食品

システムにおける各段階において必要な処置を講じる必

した。

製造・流通の有識者でありIRCA主任審査員の立場から

要がある とされており、事業者がそれを実現するため

岩瀬昌敏氏（ダイエー、UCCを経て会社経営）をお迎

にISO22000の役割は大きいとのお話をいただききまし

えし、食品業界の現状およびISO22000の役割や今後の

た。

後に全員によるフリーディスカッションにより議論を深
めていただきました。以下にお話の内容をご紹介します。

フリーディスカッション
以上のご意見をお伺いした後、
「JACOとして食の安
全に何らかの貢献をしていきたい」という伊藤社長の考

ISO22000の有効性と
ポジティブリスト制等の影響

えのもと、以下数点の課題に対して全員でのフリーディ

徳江 倫明 氏

1．ISO22000への取組み意義とは：昨今の食品企業の

スカッションが行われました。

徳江氏からは、ISO22000の今後のあり方として、量

不祥事を背景に、食品業界で問題が発生した場合、企業

消費者にとってのISO22000

販店や生協などの自主基準とISO22000をうまくリンク

が「何も知らない」と弁解すればするほど消費者は不信

生田 博司 氏

させ、サプライヤーの管理に適用できればISO22000の

感を募らせる。そのために情報をオープンにできる体制

需要は広がるのではないか。

の構築が重要であり、その体制構築にはISO22000の運

生田氏は、昨今の消費者は製造・出荷・流通まで管理
された「顔が見える」食品でないと安心・満足ができな

また、ISO22000の食品安全に対する有効性として、

用による透明化された組織体制の確立が有効となり、

いという現状を踏まえ、現行の食品に関わる法規制であ

ISO22000では組織が「安全」
「安心」についてどのよう

ISO22000は食の安全性を確保するための仕組みという

るJAS法や食品衛生法等では消費者の安全・安心に対す

に考え、実行し、また継続的改善を行っているのかをフ

だけでなく、情報公開しやすい組織作りにも役立つ。
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り、今後のJACOの食品安全認証事業の拡大に役立てさ
せていただき、認証機関のJACOとして食の安全性への
貢献につなげていきたいと考えております。

求事項に対して組織が怖気づいてしまい、ISO22000の

機構代表 徳江倫明氏（ダイエーを経て有機農産物宅配

展望についてそれぞれのお立場からお話をいただき、最

この研究会は、年に3〜4回の割合で開催を計画してお

'脚注
＊1 TC34（ISO/TC34（食品専門分科会）
）
標準化を検討している食品の専門分科会で、人間および動
物の食料（動植物の繁殖のための材料を含む）分野の標準
化を進めている。具体的には用語、サンプリング、試験お
よび分析方法、製品仕様、包装、貯蔵、輸送の要求事項等が
挙げられる
＊2 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
＊3 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
＊4 ポジティブリスト制
食品に残留する農薬について、食品衛生法により使用可能
な農薬が特定され残留基準値が設定された。リストに載っ
ていない農薬やリストに載っていても基準値を超えた農薬
の残留が発見された場合にはその食品の流通を禁止するこ
とが要求されている（2005年11月29日制定、2006年5月
29日施行）
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とが望まれます。

祝ISO14001 10周年
本来業務に合った目的・目標の薦め｜情報の活用編｜

ジックが必要であることは言うまでもありません。これ

本来業務をEMSへ取込むには
環境影響評価の工夫を！
ここで、本来業務の中からEMSの目的・目標に相

取締役環境審査部長

下井 泰典

境側面を特定できることになります。勿論、特定するロ
らの特定された環境側面から目的・目標を設定すること
により、本来業務をEMSへ組み入れることが可能にな
ります。

応しいテーマを発掘する一つの方法を情報を例にとり考

前述の例で目的・目標の設定例を挙げると、

えてみます。ここでの議論は、全ての業務はエネルギー

①収集情報および調査データ活用の効率向上（○○％

や資源を使ってなされている訳で、
「業務の非効率は環

改善）による省資源・省エネルギー、②「お客様の声」

境負荷の増大に繋がる」という考えに基づいたものです。

収集方法の改善と効果的活用（○○件／年を○○○件／

ISO14001 : 1996が発行され、2006年9月1日で10周年

を開始しました。当時はまだISO14001は発行しておら

先ずは、全ての業務のプロセス毎に環境側面となるイ

年に、1週間以内の処置に）による省資源、③クレーム

を迎えました。この間に世界で10万件強、そして日本で

ず、BS7750 ＊2 でスタートしました。開始当初は、電

ンプットとアウトプットを抽出するステップに始まりま

内容の分析とクレーム件数の削減（クレームの真因追及

はこの1／5強の約2万件が登録されました。お陰様で、

気・電子産業のサイトの認証が中心でした。ここ数年は

す。インプット側の側面として、電気、ガス、材料など

100％と年間○○件／年以下に）による省資源が考えら

私どもJACOでも通算で約4千件を数え、改めてお客様

全ての産業において認証取得活動が活発になっていま

の資源のみでなく、例えば本社からの指示や他部門から

れます。

のご理解に感謝申し上げます。本稿では、EMS（環境

す、中でも、本ニュース前々号でも触れましたが、各種

のアウトプット、意図的に収集する各種の情報、調査デ

マネジメントシステム）10周年のトレンドと益々ニーズ

商品小売業、廃棄物処理業、サービス業などが特に伸び

ータやお客様の声、クレームなども含まれてしかるべき

提案

の高まってきている 本来業務に合った目的・目標の設

ています。

です。入手するセクションによってはメディア等で報道

本来業務をEMSの目的・目標に取込むことにより、

定について 記してみます。

本来業務に合った目的・目標の薦め
EMS10周年

される他社事例なども貴重な情報であることも付け加え

次のような利点が発生しますのでぜひともチャレンジさ

ておきます。

れることをお薦めします。

資源以外の各種情報は、おおよそ環境とは関わりがな

本来業務とは、
「組織の活動、製品、サービスの持続

いように思われがちです。入手した情報と環境との関わ

The ISO Survey of Certificationによるここ4年間

可能な開発の実現を図ること」であり、
「既に開発され

りを考えてみると、意図的に収集する情報は集めただけ

（01〜04年）の世界の認証取得件数のベスト5ランキング

維持されているもの」も含まれ、改善・改良が期待され

では使いものにならず、この情報を加工してはじめてあ

るべきものと考えています。

る目的のために役立つ場合が多い訳です。すなわち、こ

を見てみると、日本は当初から1位でスタートしたまま
現在に至っていますが、現在第2位の中国はランク外か

の情報を加工するプロセスに環境的側面が介在すること

,事業活動とEMS活動の方向性同一化により、事業計
画、部門計画がEMS計画と一体化できる
,EMS活動と業務改善（業務効率改善、5S活動、ムダ
排除活動等含む）
が一体化できる
結果として、経営そのものにEMS活動が一体化され、
費用対効果の改善が期待できます。

となります。加工の効率をいかにあげるか、有用・有効

5、3、4、3位と徐々にランクを上げていますが、現在第

なぜ本業の目的・目標か？
拠りどころは？

なものにするかが、エネルギーやペーパーなどの資源、

特にトップマネジメントのコミットメントのいかんにか

4位のイギリスは2、4、2、4位と他国の伸長により一進

ISO14001 : 2004（JIS Q 14001 : 2004）の序文に、
「環

労働時間の無駄遣いを省くことに繋がる訳です。

かっている」と記されている通り、
「EMSをマネジメン

一退を繰り返しています。第5位のイタリアは従来はラ

境マネジメントに関する国際規格には、他の経営上の要

次に、お客様の声やクレームについて考えてみましょ

トのツールとして生かすも殺すも経営者であり、環境管

ンク外で、直近の04年に第5位にランクインしています。

求事項と統合でき、組織の環境上および経済上の目的達

う。お客様の声には外部のお客様は勿論ですが、社内の

理責任者の責務」と考えるのが道理であることを最後に

01年12月時点で第2位にランクされていたドイツは、

成を助けることができる効果的な環境マネジメントシス

次の工程はお客様と言われるように内部の場合も含むべ

付け加えておきます。

EMAS ＊1 取得の影響もあり、これ以降2、5位と下げ、4

テムの諸要素を組織に提供する意図がある。
」とありま

きです。これらの声には、粗末に扱うと経営をも揺るが

年12月のデータによると第7位になっています。

す。規格はEMSを運用することにより、結果として環

すような重要なことが含まれることが度々あります。要

一方、現在のQMS（品質マネジメントシステム）の

境パフォーマンスが改善されることを狙っていますが、

はお客様の声をいかに判断し、いかに早く行動に移すか

認証取得件数のベスト5は、中国（20％）、イタリア

同時に、EMSにより組織の経営上の目的達成につなげ、

がポイントです。すなわち、対応が遅れると多くの無駄

（13％）
、イギリス（8％）
、日本（7％）
、スペイン（6％）

環境上の利点とともに経営上のメリットを生み出すこと

な資源、労力を使うことになり結果として大きな環境負

も意図しています。

荷と経営負担を与えることに繋がります。

ら5、3、2位と大躍進しています。現在3位のスペインも

で、以降にアメリカ、フランス、ドイツ、オーストラリ

ただ、JIS Q 14001 : 2004の序文に、
「EMSの成功は、

ア、インドと続いています。また、QMSは世界で70万

一方、EMS10周年を迎え、早期に認証取得した組織

同様に商品についてのクレームについても、判断次第

件強の登録件数を数え、EMSに比べまだ数倍の差があ

にあっては3回目の更新審査を済ませたところも数多く

で大きなリコールを阻止できることとなり、多くの材料

'脚注

ります。勿論、QMSはビジネスユニット単位での取得

あります。スタート当初は単に規格との適合性だけに終

やエネルギーを使って製造したもののムダが省け、環境

が基本で、EMSのサイト単位のそれとは異なりますが、

始したり、目的・目標はいわゆる、紙・ごみ・電気のみ

への負荷低減に繋がるはずです。

＊1 EMAS （Eco-Management and Audit Scheme ）
1995 年に発行したEC の環境管理制度で、組織が公表す
る環境声明書は公認の環境監査人の承認が必要

EMSの潜在的なニーズはまだまだ大きいものと信じて

の注力が多く見られましたが、更新を重ねる毎に本来業

います。

務を目的・目標に組み入れる組織が多くなっています。

ほんの一部分についての考え方を紹介したに過ぎませ

このような視点から、今後は本業に合った目的・目標

ん。上記のように、本来業務のプロセス毎に環境側面を

を設定・運用し、実際に役立つシステムを作り上げるこ

幅広く捉えることにより、容易に本来業務での著しい環

JACOは1994年11月16日に創立し、翌95年から審査
6 ｜｜ JACO NEWS︱SEPTEMBER︱2006

以上の論述は、インプットに関する環境側面について、

＊2 BS7750
1992 年にイギリスの規格協会が策定した環境マネジメン
トシステムに関する規格。ISO14001 はこのBS7750 を
継承しつつ、PDCA サイクルで組み立てられている
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スク対応がなされ、適切にマネジメントされているとし

ISO27001と内部統制
株式会社日本情報セキュリティ認証機構

取締役社長

企業トップマネジメントへの提言！

たらほぼ内部統制が行われていると見ることができる。
また、財務会計システムおよびそれとインターフェース

以上、かなり単純化してISMSと内部統制の関係につ

を持つ業務システムも、ぜひISMSのCIAの観点から十

いて述べてきたが、これまでの経験で経営者の方にぜひ

分なセキュリティが確保されているか点検してみること

提言させていただきたいことがある。それは、内部統制

も、重要であろう。

対応組織とセキュリティ対応組織の密接な連携である。
すでにこれらを統合されている企業も散見するが、圧倒

東口 豊

的に多くの企業は別組織で対応がなされ、コミュニケー

ISMSとCOBIT ＊3

ションも十分とられていないように思われてならない。

米国の企業改革法で内部統制におけるITガバナンスの

既に述べたようにこれらは深く関係している。さらに、

版ではJIS Q 27001）の規格に目を通していただきたい。

フレームワークとして良く引き合いに出されるのが

COSOフレームワークの内部統制の3つの目的のひとつ、

情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格で

ISO27001の規格には、企業が内部統制システムを構築

COBITである。COBITとは米国の情報システムコント

あるISO27001は、言うまでもなくISMS ＊1 構築を目的

するとき考慮すべき基本要素がほとんど網羅されている

ロール協会が公表している、ITガバナンスの実践規範で

とした規格であるが、その応用範囲は広く、強力なパワ

のがわかるであろう。ISO27001は、情報セキュリティ

ある。4つの領域と34のITプロセス、318の詳細な統制

ーをもつ規格である。そのひとつの例が昨今話題となっ

を確保するための統制を基本においたマネジメントシス

目標から構成されている。しかし、COBITはITへの統

ている企業の内部統制との関係である。内部統制は5月1

テム構築のための規格なのだから、当然といえば当然で

制にフォーカスしており企業の内部統制の根幹をなす組

日から施行された新会社法で、一定規模を超える企業に

ある。さらに、内部統制を実施するうえで情報セキュリ

織全体の相互牽制、企業機密管理、遵法などの全領域を

義務化された。また、いわゆる日本版SOX法とも呼称

ティの確保は避けて通れない課題でもあることを考慮す

カバーしているわけではない。このため、身の丈にあっ

される金融商品取引法（従来の証券取引法を抜本的に見

ると、内部統制とISMSを合体して考えることの重要性

た、効率の良い内部統制システムを構築するという観点

直したもの）も6月7日法制化され、内部統制対応まった

に気が付くに違いない。
（参照 図1）

からは、ISMSをまず土台としながら、COBITを参考に

内部統制対応まったなし！

なしの状況である。

で内部統制を担当される方は、ぜひISO27001（日本語

さて、金融商品取引法で株式公開している企業は、
,有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出

内部統制とは
マネジメントシステムの構築！

,財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保
するための体制の評価制度の整備
（監査機関または公認会計士による監査証明付きの
内部統制報告書の提出）

内部統制の要求するところは、誤解を恐れず一口でい
うなら、経営から現業部門、グループ会社を含む、企業

財務諸表の信頼性を確保するマネジメントシステムを構
築し、その統制システムが有効に機能させることが要求
されている。

＊1 ISMS
（Information Security Management System ）

するアプローチも有益であろう。

＊2 COSO
（ Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission）

ISMSはISO27002（JIS Q 27002）というCOBITよ
りも具体的な実践規範を参照規格としてもっており、一
方COBITはISMSでは採用していない成熟度という考え

＊3 COBIT
（Control Objectives for Information and related
Technology）

方を持っているなど、それぞれ特徴がある。企業はそれ
ぞれの特徴を認識し、有効に活用するのが良いであろう。

注目すべきは
ISMSの完全性の観点！
企業が行う事業活動の結果は、各プロセスで発生する
会計データとして仕分けされ、最終的に経理、会計、財

（ISO27001）もマネジメントシステムである。今回さら

務システムにインプット（情報）される。そこから有価

に内部統制に係るマネジメントシステムが要求された形

証券報告書の決算データや財務諸表が作成されるのであ

と見ることができるのである。いくつものマネジメント

る。

システムを運用することは、企業の現場にとってそれな

すなわち、ISMSの情報資産に対するリスクアセスメ

りに負担となるだけでなく、コスト面でも不経済である。

ントの3要素である、CIA−Confidentiality（機密性）
、

内部統制の3つの目的（COSO＊2フレームワーク）

業務の有効性

Integrity（完全性）
、Availability（可用性）−の I（完

関連法規の遵守

財務報告の信頼性

個人情報保護
営業秘密保護

SOX法
JSOX法

ISMSの3つの要素（リスクアセスメント）

全性）の観点が、内部統制では重要になるのである。各
組織が産み出す会計に連結するデータが重要な情報資産
として位置づけられており、その情報資産の完全性

ところで、ISO27001の規格をみるとすぐわかること

（Integrity）を脅かす脅威、その脅威を発生させる脆弱

だが、ISMSは内部統制とはたいへん相性が良い。企業

性の観点からのリスクアセスメントがなされ、適切なリ

8 ｜｜ JACO NEWS︱SEPTEMBER︱2006
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■図1 ISMSと内部統制の相互関係

EMS、QMSもマネジメントシステムであり、ISMS

ISMS（ISO27001）は
内部統制と相性が良い！

討の価値があるテーマではなかろうか。

が代表取締役に義務付けられたわけである。

グループ全体における内部統制のマネジメントシステム
の構築である。すなわち企業が作成する有価証券報告書、

「事業の有効性および効率性」確保の上からも十分に検

可用性

機密性

完全性
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SEMINAR
,東京・神奈川・千葉

もっと知ってください 期待のJACOセミナー

（4 ）環境側面・影響評価は十分ですか
「環境側面・環境影響評価セミナー」
を受講され、もう一度、環境側面・影
響評価を見直し、紙、ゴミ、電気から
本来業務に沿った新たな環境側面を探
ってみてはいかがですか。

取締役技術部長

高間 一政
はじめに
JACO設立と共にスタートしたセミ

計結果、80%近くの受講者に満足して

重要視されています。ぜひ、監査員の

いただいております。一度「内部監査

力量アップにご利用ください。

員2 日間コース」を受講され監査員の

（ 3 ）わかり易い「環境法と関連地方条
例解説1 日セミナー」

品質マネジメントは
組織の隅々まで
「新たにQMSの適用範囲となった販
売部門に要求事項の具体化で戸惑が見

ナー事業は、審査と共に歩み続け今年

力量を点検してみてはいかがですか。

で12 年目を迎えます。この間、セミナ

常設セミナーのほか、出張セミナーも

ISO14001:2004規格の改訂の重要

声が審査チームリーダから上がってい

ーの分野も、
環境から品質、
OHSMS 、

承ります。出張セミナーでは、皆様の

な要求として、法的要求事項への対応

ます。管理責任者の皆さん、似たよう

CDM 、情報セキュリティ、 RoHS 、

ご要望に応じたカスタマイズも可能で

があります。順法はまた、CSRでも重

なことが起きていませんか、至急再点

食品安全と拡大し、現在では40を超え

す。

要な位置づけです。法的要求事項への

検され教育を計画されてみてはいかが

ていますが、その適用製品、規制内容

を受講され、管理システムの点検・見

られるんだよね」、このような現場の

る研修プログラムをご用意しておりま

（ 2 ）より一層の力量アップには「内部

適合性は万全ですか。JACOでは、特

ですか。JACO からのお勧めは、「規

が各国で異なっています。これらを知

直し・改善を進められてみてはいかが

す。審査員になられる方々、マネジメ

環境監査員レベルアップ 2 日間コ

にきめ細かく規定されている地方条

格解説2 日コース」「内部監査員2 日間

らずに輸出し、規制抵触で甚大な損金

ですか。

ントシステムの構築・運用、さらには

ース」

例／規制を地元開催のセミナーで、わ

コース」です。ぜひご利用ください。

を計上した例もあります。法令／規制
に則ったビジネスを展開したい、ある

'脚注

いは、不測の事業機会損失、CP違反、

＊1 ASRP
（Advanced Surveillance and
Reassessment Procedures）
先進的サーベランス・更新審査

改善を目指される組織の皆様方のお役

内部監査の目的の重要な一つは、環

に立てるよう、ひとつひとつのセミナ

境パフォーマンスの向上です。これを

これまでに次の地方条例についてセ

ーに審査で培った豊富な経験と確かな

支えるキーとなるのが監査員の力量で

ミナーを実施しておりますが、その他

技術を織り込み、提供しております。

す。現在、一定基準を満足する組織に

の地域についても受け賜ります。

今回は、特にその中でも、マネジメン

対し適用される予定の先進的サーベラ

トシステムの新たな要望にお応えでき

ンス・更新審査手順（ASRP＊1）の検

,愛知・三重・岐阜

る、特にお勧めのコースを紹介します。

討が進められています。ここでも内部

,福井・石川・富山

現在、認証・認定の規格1SO22003

成コース」です、ぜひご利用ください。

12年目は干支で年男・年女にあたり良

監査の信頼性を高める監査員の力量が

,福岡・熊本・大分

の検討が進められています。フードチ

企業単位にあるいは企業グループとし

い歳と言われています。この機会にぜ

ェーンに係る組織の皆さん、認証取得

て出張セミナーも承ります。

ひ、JACOのセミナーにご参加くださ

には環境、品質がそうであったように

るようお願いいたします。

事前準備が必要です。「規格解説コー

かり易く噛み砕いて解説します。

,宮城・福島・山形

これから旬を迎えるのが
食品安全マネジメントシステム、
時代に乗り遅れないように
ISO22000 が昨年9 月に発行され、

ス」
「FSMS構築コース」に参加され、

環境マネジメントシステム、
組織の力量アップには正にこれ

早めのスタートを切ってください。

等を防止したいなど、企業の皆様のご
要望にお応えしたセミナーを2 コース
用意しました。「規制の動向とマネジ
メントシステム構築」「内部監査員養

情報セキュリティ
不正行為、不注意による顧客情報、
個人情報、企業機密の漏洩が後を絶ち
ません。個人情報漏洩事件をとってみ

知らないと損をする
製品含有化学物質規制（RCP＊2）

り、2004年の2.8倍に増加しています

内部監査は環境マネジメントシステ

化学物質の管理は排出が中心でした

。
（2006年5月30日JNSAの公開情報）

ムの要です。内部監査が有効に機能し

が、EU のRoHS 指令を受け、製品に

「そのうち、70%が盗難と紛失・置き

ていますか。受講された方から ①内

含まれる化学物質にまで管理対象が拡

忘れ。内部の関係者が関わるインシデ

部監査の考え方、進め方が良く分かっ

大しました。日本では資源有効利用促

ントの被害は大きくなる傾向にある」

た、②ISOおよび環境マネジメントの

進法の改正が 2006 年 7 月から施行さ

と警鐘を鳴らしています。皆様の情報

全体の理解につながった、③演習が充

れ、特定された製品の化学物質の含有

セキュリティは充分管理されています

実していて監査の着眼点の理解が深ま

表示が義務付けられました。RoHS指

か。社員の教育、意識改革は進んでい

ったなど、直近10ヵ月のアンケート集

令への対応はEU 以外の各国に広がっ

ますか。JACOがお届けするセミナー

（1 ）只今人気上昇中のセミナーが
「内部監査員 2 日間コース」
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ても、昨年の発生件数は1,032件に上

＊2 RCP
（ Restriction on Chemicals

contained in Products and
Services）

■セミナーの概要、詳細内容、申込などは
http://www.jaco.co.jp/seminar/を
ご覧ください。
【セミナー会場】
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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CUSTOMER

VOICE 1

株式会社秦商店

CUSTOMER

株式会社アイ・ピー・ビー

ISO9001
（品質）
＆22000（食品安全）
複合システム取得を振り返って
製造部

VOICE 2

ISMS認証取得を振り返って

係長（ISO事務局）

水内 隆博

経営管理本部長（ISMS管理責任者）

新井 誠史

様

様

証取得を目指すことで当社の情報セキ

は、各部署でどれだけルールを徹底で

ュリティ体制を強化し、重要な情報お

きるかが大きな鍵を握ると考え、

よび機密を守る体制を作ることが今後

ISMS事務局には各部署から運営委員

2001年5月設立の知的財産に関する価

の事業展開で重要なポイントとなると

を選出し、現場レベルでのリスクアセ

えておかなくてはいけないという、責

値評価・技術評価サービス・コンサル

考えました。

スメントを徹底いたしました。

度・身質・歩留まり・食味など細かな

任の明確化を産み、そのコミュニケー

ティングの提供とともに、知的財産に

都中央市場の仲卸として営業を始め、

受入検査をして原料を受け入れていま

ションが社内に広がっていることを実

着目したベンチャー投資事業を行う会

現在は全国の量販店、食材宅配、イン

す。

感しています。

社です。

引となっている水産原料の原産国・船

このような取り組みを進め、業務＝

籍・魚の脂質量が時期により違いがあ

情報（記録）という感覚が、現場業務

（株）秦商店は、京都を代表する伝

ることから、その漁獲時期、養殖の場

で、ここまでは自分がやっておかなく

統食品 魚介類の西京漬（西京白味噌

合は餌や抗生物質などの情報を収集

てはいけないとか、これは次工程へ伝

漬） を主力製品として造り続け、今

し、また実際にサンプリングをして鮮

年で創業79年を迎えました。当初は京

会社概要

ターネットなどの通販市場、直営店舗

調味料などの副原料に関しても、原

向け商品の開発・製造および販売など

料配合・原料産地・遺伝子組み換え、

を展開する食品会社です。

アレルゲンなどの情報を集約し、最終

当社の取り組み

会社概要
株式会社アイ・ピー・ビーは、

当社では、特許技術に関する各種情

情報セキュリティ確立へ向けた
体制作り

今後の展開
今後は、社会における情報セキュリ

知的財産という機密性の高い情報を

ティの重要性は益々高まるのは間違い

報および有価証券報告書等の企業財務

大量に扱うという当社事業の性格上、

なく、当社としても運用の徹底・体制

現在、私たちは製品を生産・販売す

情報を取り込んだデータベース・高度

当社の情報セキュリティに関する意識

の維持がとても重要と考えておりま

製品の原料重量を基準とした適正表示

る過程のそれぞれの業務で的確な業務

なテキストマイニングを利用した当社

は、ISMS認証取得を目指す前から比

す。

作成システムも確立しました。

処理がなされると同時に、その過程で

独自開発の類似特許解析エンジンを用

較的高いものと思っておりましたが、

今後の取り組み

一方でIT 技術の急速な発展により、

当社は2006年5月にISO9001（品

また製造プロセスでは、工程中に管

作られた情報をIS09001& 22000 の

い、30名以上に及ぶ各分野の経験豊富

いざISMS認証取得へ向けての作業が

技術情報の管理および活用の環境は

質）とISO22000（食品安全）の複合

理ポイントとその重要度を定めて温度

複合システムに則り、いかに上手く利

な技術アナリストが技術評価を行って

開始されると、自分たちでは気づいて

日々変化しており、従来は想定してい

システムを認証取得いたしました。法

管理を中心とした食品の安全性確保に

用できるかを検討しています。そして、

おります。当社に持ち込まれる多くの

いなかった情報セキュリティにおける

なかったリスクが知らない間に発生し

令遵守や食品の安全性に対する厳しい

努め、その証左となる記録を残す重要

システムのよりよい運用を確実にし、

技術評価案件の中には、事業化・製品

潜在的リスクが多く見つかりました。

ている可能性も高くなると考えており

性が再認識されました。

食品の安心・安全とともにおいしいと

化を目指すものも多く、有望な技術に

やはり、社員個人の意識の高さに依存

ます。環境や社内体制の変化に伴うリ

社会状況を背景に、基礎をもう一度見
直そうという目的をもってキックオ

営業プロセスにおいては、製品に対

満足していただき、さらには京都の伝

ついては技術面・経営面・資金面での

するのではなく、全社的な方針および

スクの発生を未然に防ぐためにも、

フ。取得までに1年 2ヵ月を要し、当社

する声・苦情などが常に収集、分類さ

統や当社の販売姿勢にも高い評価をい

ハンズオン支援を行うベンチャー投資

マニュアルを定めることで、より確実

日々の業務におけるISMS マニュアル

にとって未体験の 2 規格同時取得に取

れて改善が必要な対象部門へ円滑に伝

ただけるよう努力していきたいと思っ

も行っております。

な情報セキュリティ体制が確立できる

に則った運用とともに、教育研修にも

り組んだ経験は、達成感とともに、社

達されるようになりました。

ています。

ものであることを改めて認識いたしま

力を入れることで各自のレベルアップ

した。

を図り、今後の体制強化を進めていき

会的責任を果たす企業の役割を再認識
する契機となりました。

事業領域の拡大に対応した
ISMSの認証取得

この複合システムは、顧客満足を軸

当社では、上記事業の展開により事

としたコミュニケーションと、農場か

業領域および人員面の拡大が急速に進

ら食卓に至るフードチェーンの中で自

んでおります。事業領域の点では、多

らの立場を通過点と捉え、履歴情報を

くの特許技術を保有する大手製造業か

食品とともに次へ受け渡していくこと

ら個人の技術者までが顧客となり、最

が特徴と考えています。

近では持てる技術を実用化しようとい

当社は魚を西京味噌に漬け込む伝統

う大学・ベンチャー投資を検討してい

的な製品を主に製造しており、一次加

る金融機関等が顧客となるケースも増

工的な要素が強く、魚の鮮度や脂質、

えております。その結果、顧客の知的

外観から受ける印象など、原料品質が

財産に関する各種情報・営業機密を知

そのまま最終製品の仕上がりを大きく

りうる立場となり、情報セキュリティ
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たいと考えております。

体制を早急に強化する必要に迫られる

左右します。このために、原料購入の
プロセスは重要で、多くが国際間の取

マニュアルに基づいた体制の構築に

▲本社

▲北工場

こととなりました。そこで、ISMS 認

▲当社が発行する情報誌『特許四季報』

▲当社が発行するＶ
Ｉ
Ｐ技術評価証
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VOICE 3

株式会社デービー精工

CUSTOMER

VOICE 4

えちご上越農業協同組合

環境マネジメントシステムの
取り組みについて

ISO9001に基づき
「介護サービス利用者満足向上」をめざして
▼本社工場建屋

施設環境課

係長

木下 和司

高齢者福祉部

橋本 玲子

様

はじめに

次長

行ってきました。

様

はじめに

2004年から新体制のも

がいでした。

株式会社デービー精工（本社：兵庫

と「当社の体制整備のため

えちご上越農業協同組合は、長野県

平成14年6月のキックオフの後、コ

県姫路市）は、1949年に会社を設立、

品質マネジメントシステム

境の妙高山麓から高田平野を越え日本

ンサルタントによる研修会を受けても

1967 年に現在の社名に変更し、三菱

ISO/TS16949および環境

海に至るまでの、上越市・妙高市の2

ピンとこない、デイサービスの介護サ

電機株式会社の関係会社として自動車

マネジメントシステム

市からなる総人口 25 万人余・総面積

ービス提供現場に当てはまらないな

用電装品であるカーメカトロニクス製

ISO14001の認証取得とシ

1,418H の農業を中心とした地域で

ど、介護現場や職員が大切にしている

す。

思い、配慮している介護技術が生かさ

品、自動車用電装品に装着されるコン

ステムの完全な運用」というトップ方

①認証取得という目標に向かって全従

ポーネント部品や成形およびプレス部

針により一気に認証取得への取り組み

業員が結集し、環境に対する取り組

品を製造しています。

がスタートしました。

み姿勢が変わった。

組合員戸数約42 , 000 戸、耕作面積

れないなど、ギャップは大きく、本審

は約21, 000haにおよび、雪解けの清

査予定日の1 ヵ月前になっても納得で

欧米の自動車メーカーに納入される

②内部監査による自主的な継続的改善

らかな水と豊かな台地から恵みを受

きる仕組みにならず、不安になること

する取り組みは必須の要件となってい

製品や部品を製造する当社としては、

への取り組み体制が整備できた。

け、全国ブランドであるコシヒカリを

ばかりでした。そこで、審査日を遅ら

ますが、ISO14001の認証取得を機会

ISO/TS16949の認証取得を優先しま
したが、2005年1月にキックオフし、
8 月に初動審査、9 月本審査、10 月判

③これまでの活動目標は、省エネルギ

自動車関連企業としては、環境に対

に更に環境への取り組みを強化して、
国際的にも通用する企業に成長するよ
う努力を続けています。

認証取得への
取り組み
当社は、1998年に設立50周年を迎

中心とした米、大豆、園芸、花卉等が

せ、自分たちが現場で現在提供してい

ー対策が主体であったが、資源削減

生産されています。当地域においては、

るサービスの方法や記録を業務マニュ

への取り組みにも目が向けられるよ

特に高齢化が進んでおり「高齢者の方

アルに置き換え、初めから品質マニュ

うになった。

が安心して暮らせる地域づくり」を最

アルづくりに取り組むことになりまし

ュールになりましたが、JACO殿のご

④法順守への取り組みが強化できた。

重要課題と位置づけ、積極的に介護保

た。デイサービスセンターにおいて提

指導により認証取得という方針をクリ

等、いろいろな成果が出せたと確信し

険事業・高齢者福祉事業を実施してお

供する介護サービスを「安全・安心・

アすることができました。

ています。

ります。

安楽なサービスにしたい・職員誰もが

定委員会合格とかなりハードなスケジ

▼デイホーム三郷

らえると思っていたのですが、大まち

▼JAデイホーム春日

また、「食と生活」の信頼性確保の

提供できるようになりたい」この思い

ため、カントリーエレベーター（米麦

を共有化し、品質マニュアルづくりに

達成するため、職員自らが目標を管理

製造業にとって環境保全と地域社会

等大規模乾燥施設）9基において

取り組んで 1 ヵ月、現場での運用確認

することができ、目標管理制度もスム

ISO14001に準じた運営を行ってきた

との調和を図った事業活動は重要な課

ーズに導入することができました。

つもりでしたが、キックオフ、初動審

ISO14001を、介護保険制度の通所介
護事業所 2施設においてISO9001の認

に 2 ヵ月の短期間で、審査を受けるこ

題です。また、自動車関連企業にとっ

査と工程を追っていく内に、これまで

ては品質マネジメントシステム

証を取得しました。

いては1999年からスタートし、

運営してきたものが形式的だったこと

ISO14001に準じた体制整備と運営を

や考え方に大きな間違いをしているこ

ISO/TS16949と環境マネジメントシ
ステムISO14001 による会社運営は、

とを思い知らされました。

欧米の自動車メーカーからの要求事項

ISO9001認証取得の
目的と経緯

でもあります。

当JAが介護保険事業におけるデイサ

えましたが、会社の体制整備が急がれ
ていました。

2001 年に品質マネジメントシステ
ムISO9002 の認証を取得し、環境マ
ネジメントシステムへの取り組みにつ

成果について
前述のように当社としては、

2004年12月にISO14001環

▲従業員研修会
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今後の取り組み

境マネジメントシステムの改訂

認証取得後もこれら二つのシステム

ービスセンター 2施設でISO9001の認

が行われましたが、環境マニュ

の完全な運用が図れるよう取り組んで

証を取得したのは平成15年 6月です。

アルの整備、社内規程類の見直

いますが、まだまだ全従業員が確実に

し、役員以下全従業員への研修、

運用できるまでには至っていません。

JAトップからISO取得の方針が打ち
出されたときには、ISOの意味、要求

内部監査員による内部監査の実

従業員教育を充実させ、内部監査によ

施等、新マネジメントシステム

る継続的改善により会社の体質強化に

に対応した体制の整備を一から

取り組み、環境にやさしく、地域・社

やり直した結果、

会に貢献する企業を目指します。

とができました。
職員一丸となって、初めからやり直

ISO9001 の認証を取得できたこと
により、介護職員の意識高揚が図られ、

しすることになった 3 ヵ月間がみんな

業務マニュアルも形骸化することなく

の自信に繋がり、大変貴重なものにな

常に最新管理されます。また、帳票も

っています。そして、本年4 月に更新

管理されているため、介護記録も細や

審査も無事受けることができ、もう1

かに残すことができます。

施設も拡大することができました。

今後の課題・抱負

ISO9001の要求事項に「顧客重視」
「継続的改善」があります。この仕組
みにより、介護現場のすべての場面が

介護サービスは目に見えないもので

PDCAサイクルで継続的に運用されま

事項に含まれる内容、見ること聞くこ

すが、提供するサービス毎を業務マニ

す。現在では、デイサービス業務だけ

とのすべてが初めてのことでしたが、

ュアルに基づき提供することにより、

でなく、介護保険他事業での運用も水

「コンサルタントを入れるので安心し

業務プロセスを可視化することができ

平展開し、全体での取得を目指してお

ていい」と言われ、仕組みは創っても

ました。また、センターの品質目標を

ります。
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EUの環境規制は「予防の原則」
RoHSなどの製品含有化学物質管理法規制

Pb

Cr

Hg

+6

Cd

PBB

よび通信機器、民生用機器、照明器具、

内容がそれぞれの国ごとに異なってい

電気・電子工具（大型の据付式産業用

ます。
（表2）

工具を除く）
、玩具・レジャー用機器、

PBDE

RoHS : Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

ります。
また、WEEE 指令では、「危険な物

日本の規制では、「資源の有効な利

質の分類・包装・表示に関する指令

自動販売機 のカテゴリーに分類される

用の促進に関する法律」の一部を改正

（67/548/EECおよびその改正指令）
」

電気・電子機器が含まれ、数年後には

し、規制内容の詳細をJIS0950:2005

に該当する化学物質が含まれる場合は、

医療用具および監視・制御装置として

（略称J-MoSS ）で提供するという新

消費者、処理業者への情報の提供が要

分類される電気・電子機器も含まれる

しい方法で実施され、RoHS指令該当

求されていることにも注意が必要です。

ことになっています。

の化学物質について含有表示をするこ

有害6 物質において、使用によるメ

とが要求されています。

新しい環境法規制への対応

リットが安全および環境へのマイナス

RoHS指令施行始まる

の影響よりも大きく、代替が困難と判

■表1 製品中の均質材料あたりの有害6物質含有制限値（ppm）

欧州連合（ EU ）の「 RoHS 指令

断された用途に限定して、RoHS指令

鉛

水銀

六価クロム

カドミウム

PBB

PBDE

1000

1000

1000

100

1000

1000

RoHS 指令およびその他のEU の新

環境法規制の流れ

しい環境法規制は、詳細な規制範囲や

EUの環境規制は、「化学物質の管理

含有量の分析方法のほかに幾つかの内

このような適用除外項目は、指令の

や環境保護は、環境と人への影響の科

容について、必ずしも明確とはなって

7月1日から加盟各国で始まりました。

施行後も適宜追加されるほか、4 年ご

学的因果関係が確定した後では手遅れ

いない部分を残したまま加盟各国での

この規制は、電気・電子製品中の有害

とに見直しされて削除されることもあ

となる」という観点から、それを防ぐ

施行が始まっています。

（2002/95/EC）
」の施行が、2006年

の適用が除外されます。

物質の使用を制限し、人の健康と廃電

ェニールエーテル（PBDE）の 6物質の

り、微小部品を入れると点数が数万を

るので、最新の正確な情報を入手して

ために「予防の原則」に基づいており、

気・電子機器からの環境汚染を防止し

含有率を、表 1 のように制限していま

超えることも多い電気・電子製品にお

おくことが大切です。

製品からの悪影響を予防するための法

では一罰百戒的な罰則が下されたこと

ようとするもので、製品中の鉛、水銀、

す。含有率の算出は、均質材料あたり

いて、その対応が話題となっています。

律の公布、施行がRoHS指令以外にも

もあり、規制の曖昧さや不透明さにと

六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフ

の重量比率（めっきや被膜では単一層

規制の適用範囲として、大型家庭用

近年続いています。
（表3）

らわれることなく、規制コンプライア

ェニール（PBB ）およびポリ臭化ジフ

の重量を分母）とすることになってお

電気器具、小型家庭用電気器具、ITお

■表2 電気・電子製品中の有害6物質含有規制

略称

対象製品

規制内容

EU

中国

日本

米国カリフォルニア州

RoHS指令

汚染予防管理方法

J-MoSS

SB50（＋DTSC）

電気・電子製品
（除外項目あり）

電子情報製品・部品・材
料（詳細目録記載品が該
当）

パソコン、エアコン、テ
レビ、冷蔵庫、洗濯機、
電子レンジ、衣類乾燥機

当面は含有の表示

含有の表示

含有量制限値以下
WEEE指令で電気・電
子機器の表示を要求

採用予定の標識

含有

ディスプレー装置
（対角線4インチ超）

各国への広がり

これらの法規制は、EU 加盟国宛に

ンスのみならずビジネスリスク対応と

RoHS指令と同様な電気・電子製品

公布された後、2〜 3年程度で加盟各国

して、製品への規制有害物質不含有の

中への微量の有害物質含有規制は、

の国内法として法制化され施行されま

管理を行なっていくことが大切です。

EU 以外の国々へも広がっています。

す。施行細則や施行開始時期などが加

規制される物質は同じですが、対象と

盟国ごとに異なることがあり、規制の

なる電気・電子機器の範囲および規制

内容を輸出国ごとに把握する必要があ

;本件に関するお問い合わせは、
開発認証部 高橋、高濱へ

■表3 EUの製品関連環境法規制
略称

廃自動車指令
ELV

目的

車両からの廃棄物発
生予防
ELVの再使用・再利
用・再生の推進

含有量制限値以下
（PBB、PBDE対象外）
表示要求なし

規制に抵触した場合には、過去の例

廃電気・電子指令
WEEE

有害物質規制指令
RoHS

エコデザイン指令
EuP

化学物質規則
REACH（案）

電気・電子機器廃棄
物の発生抑制
再使用・リサイクル
その他の資源回収

人の健康の保護と環
境に適切なWEEEの
回収と廃棄に貢献

エネルギー使用製品、
エネルギー発生製品
への環境保護設計促
進

高レベルの健康およ
び環境の保護、なら
びに競争力と技術革
新を強化

自動車および部品・
材料を含む

10分類の範疇に入る
電気・電子機器

WEEEの10分類か
ら、医療機器・監視
測定機器を除く電
気・電子機器

エネルギー使用およ
びエネルギー発生の
14製品群

物質・調剤・成形品
年間製造・輸入・使
用量1トン超（適用
制限有り）

2000年10月
2003年7月

2003年2月
2005年8月

2003年2月
2006年7月

2005年7月
2007年8月

2008年4月頃
猶予期間あり

XX、YY（元素名）
含有標識

非含有

含有

非含有
（表示しても良い）

適用

数字は
「環境保護使用期限」

施行日

2006年7月1日
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2007年3月1日

2006年7月1日

2007年1月1日

公布
施行

JACO NEWS︱SEPTEMBER︱2006 ｜｜ 17

INFORMATION
JACO
紹介

関西支社

品質
審査部

技術部

関西支社は、13人の営業部隊で関西以西のお客様のニーズにお応えしています。
（（株）
ジェイコマネジメントシステムの在籍者を含む）
審査員も環境・品質・労働安全分野で30名弱常駐しています。
このメンバーを核に、 統合審査、群審査、複合審査への対応 と
関西はもとより四国・九州のお客様へのきめ細かいサービス を心がけています。
また、充実した講師陣によるISO各種セミナーも開催していますので併せてご利用ください。
関西支社長

小貫 治朗
左より三柳、小平、垂井、中塚

関西
営業部

前列左より牧、島本、吉村。後列左より西本、西山、内藤

（株）
ジェイコ
マネジメント
システム

（株）
日本情報
セキュリティ
認証機構

今田
森岡
前列左より島本、浅田。後列左より迫、吉村、伊藤、西山

間谷

前列左より久保、川畑、小貫、仁平、渡邉。後列左より藤本、川手、中崎、中山、西村、浅野、上田

JACO
紹介

JACOプラザ金沢
お客様が望まれること……その一歩先をめざし

環境
審査部

JACO
セミナー

,JAB認定各研修コース
,内部監査員養成コース

ISO経営
セミナー

,各地での企業様との
意見交流会

,経営者・管理者コース
他

JACOプラザ金沢は
情報発信し続けます。
齋藤

,ISO業務改善セミナー
,北陸版環境法関連地方
条例セミナー 他

スタッフ
,お気軽にご連絡ください。

地域交流・
環境活動

小佐

吉村

遠藤

;情報源はこちら
前列左より嶋谷、丹治、國光、柳川、森本。中列左より中村、工藤、牧川、高橋、佐藤、松井。後列左より清水、長井、
菊地
人見、近藤、赤尾
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http://www.jaco.co.jp/19.htm

,100 万人のキャンドルナイト
「電気のない音楽会」
に協賛
,MEX金沢2006に出展
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事業所の所在地

東京三菱
UFJ銀行

■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

● 地下鉄
● 地下鉄

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

TEL. 06-6345-1731 FAX. 06-6345-1730
● JR大阪駅下車

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

交通案内

交通案内
● JR名古屋駅下車

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

● JR金沢駅下車

徒歩7分

お問い合わせ・お申し込み
●審査登録に関することは

0 1 20-248 152
TEL.03-5572- 1 722
関西営業部
TEL.06-6345-1 73 1
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.06-6345-1 730
FAX.052-587-2297
FAX.076-268-9374

技術部
技術部（関西）

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

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

●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わせは
●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
関西支社（審査）
労働安全衛生審査センタ

編集
後記

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

株式会社ジェイコ マネジメントシステム

FAX.03-5572-1731
FAX.03-5572-1731
FAX.03-5572-173 1
FAX.06-6345-1730
FAX.03-5572-173 1

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

イビチャ・オシム監督のお言葉 「グローバル化」を「日本化」する 。今まで他国を見習っ
ていたので「グローバル化」の中にあったが、
これからはそれを逆転し、
「グローバル化」自
体を「日本化」
しなければならない。もちろんサッカー日本代表に関してのコメントですが、こ
れは私達の世界でも言える事なのではないでしょうか。
「グローバル化＝ISO」をいかに「日
本化」するか。簡単な様でいて、実はとても難しいのかも。この小冊子が「日本化」するた
めの、ひとつのアイテムになってくれれば良いのですが。
（しい えす子）

TEL.03-5572-1753

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

