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ある「情報交流会」についても、東京、関西のみならず、

傾向で推移していますが、新規の審査件数の伸びは鈍化

他の地域においても開催し、ISO規格の解釈、審査スキ

し、認証事業者が選別される時代に入ってきたように思

ームに対する共通認識が得られるよう活動していきたい

います。いかにして付加価値ある審査、サービスを提供

と考えます。

課題は山積みです。これらの課題を一つ一つ確実にクリ
アし、お客様の信頼に応えていきたいと思います。

（3）
お客様の社会的信頼の獲得を支援
最近、経営方針の柱にCSRを据え、ステークホルダー
（顧客、従業員、株主、地域等）との積極的な関係構築

お客様満足を目指した諸施策の推進
（1）
お客様志向組織への改変

を推進する組織が増加しています。これらの組織では、
ISO14001、ISO9001、ISO27001の取得・維持だけで
なく、ISOをCSRマネジメントのツールとして活用し、

全衛生/食品安全の各認証分野が相互に連携を密にして

られています。CSRの国際標準化として、2009年に

ISMS認証取得を振り返って …………………… 19

取り組むための組織としました。この中で、各認証分野

ISO26000規格発行が予定されていますが、JACOはこ

■ 東芝関西情報システム株式会社 ISMS管理責任者、
システムソリューション技術部 部長 岡村 均 様

に共通および固有の審査スキームを確立し、お客様のマ

れを待つまでもなく、サスティナビリティ報告書の第三

ネジメントシステムの状況に合わせ、環境や品質などの

者認証も含めて、受査組織のみならずそれらの組織のス

単独審査のみならず、複合審査や群審査を推進しており

テークホルダーに対しても、信頼を得ることのできる認

ます。同時に、複数の認証分野の資格を有する複能審査

証を目指していきます。

10年くらい前から年3回くらいハイキングをして、その後、食事会をする有志で作る
散策会に入り、人生の先輩たちと交流を始めた。そうすると、多趣味な方が多く、
ある方は自分で書いた絵を持ってきたり、木工細工を持ってくる方が現れ、ふと
振り返ると、その交流の場で紹介できるものが何も無いことに気が付いた。そこ
で一念発起し、昨年の春から写真を始めた。これは、試行錯誤をしながら四季
折々の花を撮り出した9月のある休日、ふらっと訪れた昭和記念公園のコスモス畑
でのスナップ写真です。
赤、白、薄紫色の色とりどりのコスモスが咲き誇っていました。少し風が吹いてお
り、コスモスが踊っているように見えて大変きれいでした。

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。

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。

援の賜物と厚く御礼申し上げます。日本経済は景気回復

■ 社会福祉法人れんげ福祉会 常務理事 藤巻 秀卓 様

■表紙の写真は、（株）日本環境認証機構グループ各社社員の写真愛好家による投稿
写真から作品を選んで掲載いたしました。

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

また、ISOコンサルタントの方々との意見交換の場で

PDCAサイクルにより継続的改善を図る取り組みが進め

（株）日本環境認証機構 審査部 播磨屋 博
所属部署

るよう、サポートしていきたいと考えます。

今年4月に、審査部門を一本化し、環境/品質/労働安

ISOの手法を駆使して …………………………… 18

［表紙］昭和記念公園のコスモス

会社名

す。今後もお客様の声を踏まえ、ISO友の会の輪が広が

録をさせて頂いております。これもひとえに皆様のご支

環境部会のISO14001 ……… 16

■（株）山口機械、
（株）朝日製作所、神和工業（株）
（株）山口機械 代表取締役 羽嶋 等 様

電話番号

にISO14001とISO9001を合せて4400件を超える認証登

ISOに関する意見交換の場を提供させて頂いておりま

するか、お客様志向の認証機関となるために課せられた

ホットなJACOセミナーをお届けします ………… 14

職

運営し、講演会や各種セミナーを実施してお客様相互の

はじめに
JACOが設立されてから13年が過ぎました。これまで

山本 富夫

取締役開発営業部長 豊田 和行

所

伊藤 信久

員の育成も加速していきたいと考えています。
また今年6月には、営業部門をよりお客様の受査目的
に合せる組織とするため、初回審査を担当する開発営業
部を加え、サーベイランスや更新審査を担当する営業管

マネジメントシステム認証機関に対する要求事項を規

理部を新設しました。開発営業部では新規のお客様との

定した国際規格ISO/IEC 17021が2006年9月に発行さ

出会いの場の提供や認証サービスの提案を行い、営業管

れました。ここでは、「公平性」「力量（能力）」「責任

理部では既存のお客様に対するトータルなサポートに注

（信頼性）
」
「公開（透明性）
」
「機密性（守秘性）
」
「苦情

力し、お客様との信頼関係を強化していきたいと考えて

の解決」が述べられています。JACOは顧客第一主義を

おります。

モットーに、この6原則に沿った認証活動を進めてまい
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おわりに

ります。これまでと同様に、皆様の暖かいご支援を賜り

（2）
ISOに関する意見交換の場の提供

ますようよろしくお願い申し上げます。

これまで、JACOのお客様を対象に「ISO友の会」を
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Threats
Risk
Objectives
Targets

マネジメントシステムに係る
認証審査のあり方

Performance
Indicators

Security Management

Results

MS
Quality Management

Business
Policy

Business
Performance

Business realization
Environmental Management
Risk
Environmental Impact

MSの有効性審査

図 マネジメントシステムの有効性審査

;
質問 1

財団法人日本適合性認定協会

専務理事

井口 新一 様
品質（ISO 9001）
、環境（ISO 14001）
、情報セキュ
リティ
（ISO/IEC 27001）
などのISOマネジメントシス

▲JABのホームページアドレスは
http://www.jab.or.jp/

組織のマネジメントシステム

審査に必要な専門分野の知識の程度は、
相対的に軽くなるのか

あえて申し上げるなら、審査チームへの要求事項と

門分野の技能および知識をもつことが大前提です。ど

してISO/IEC 17021の9.1.6 dに示されているとお

のタイミングで、どの程度の専門分野の技能および知

り、方針・目的・目標と結果の不一致をどのように評

識が必要であるかは、審査対象のMSの種類、専門分

価し、どのように依頼者に伝え、経営に役立ててもら

野、審査対象組織の活動内容と活動範囲または機関の

うかが、一つのキーになります。
【上図参照】

考え方で幅があります。重要なことは一度定めた関連

ご存じの通り、組織のMSは組織自身が社会の一員

るため、また顧客や市場および規制当局が当該組織の

として行うビジネスおよび付帯業務をマネージするた

MSを評価するために国際的に共有できる有効なツー

だ一つのシステムです。これを、QMS（品質）
、EMS

ルとして機能してまいりました。一方、規格要求事項

（環境）
、ISMS（情報セキュリティ）などの「ISO規

の視点から組織のMSを捉えるあまり、ともすると組

格要求事項」または「認証審査対応」の視点のみで捉

MSの審査を行う場合、関連する規格要求事項への

織の本来業務（ビジネス）
とは別の何か特別な仕組みと

えていくと、組織の本来あるべき姿を見失うことにな

適合・不適合の確認のみの審査から、そのシステムの

して、規格ごとに個別に構築・運用するケースが見ら

ります。先ずは組織の業務の流れに沿って、組織の方

パフォーマンス
（アウトプットまたは結果）が所定の
（期待

れ、また第三者による認証審査もこれを看過するばか

針、目標を具現する仕組みを構築する。その仕組みを

する）傾向にあるかどうかを判断する有効性の審査へ

りか、かえって助長し、適合性評価制度として十分機

各MS規格の要求事項に基づいて検証し、必要な場合

の移行（shift）
を推奨しております。

能していないとの指摘もあります。

は見直し運用することが必要であろうと考えます。こ
のことにより、QMS、EMSあるいはISMSという異

た国際規格ISO/IEC 17021の発行を受けて、2007年

なる側面をもつシステムが有機的に結びつけることが

4月に制度を支えるMS認証機関とともに適合性評価

でき、マネジメントシステムの「部分最適」から「全

制度の本質を再確認するため、
「マネジメントシステ
ムに係る認証審査のあり方」と題して、
「組織におけ

た。
（ http://www.jab.or.jp/）
公表後、多くの関係者の皆様から様々なコメントを
お寄せいただきました。コメントをお寄せいただきま

るためにも、当該組織にとって有為なパフォーマンス
指標の特定が必要です。特に認証審査においては機関

2）
マネジメントシステムの有効性の審査

;
質問 2

有効性の審査とは、
ISO/IEC 17021による新しい考え方なのか

と組織が当該指標について共通認識をもち、互いに審
査手法に関しての合意をもつことも重要でしょう。

マネジメントシステム認証機関に対する
認定審査

;
質問 4

認定機関としての責任を
どう果たすのか

これまでの認定システムの仕組みや認定審査の過程

体最適」への進展を促し、ビジネスにおける迅速、多

Guide 62/66）でも強調されており新しい概念ではあ

対し模範になり得たとは必ずしも申せません。このこ

角的な経営判断と効果的な運営が可能となります。

りません。しかし、旧認定基準では有効性の審査に対

とを率直に反省し、市場からのフィードバックとISO/IEC

する記述が一貫性に欠け、やや不明確であったことに

17021の制定趣旨に十分配慮した新認定システムを開

比して、ISO/IEC 17021では有効性の審査に対する

発・運営し、認証機関とその直接の顧客である組織と

考え方が、序文を始め要求事項の随所に一貫した形で

ともに制度を支える認定審査となるべく努めておりま

明確に位置づけられるようになりました。

す。また、パートナーである認証機関はもちろん、産

組織に対する
マネジメントシステム認証審査のあり方
1）
ビジネス全体の視点からの審査
「専門分野の知識」の視点のみに過度に重点をおい

NEWSの誌面をお借りし、寄せられたコメントの中

た審査から、
「組織のビジネス全体」の視点をもつ審

から、四つの疑問等に答える形で当該『認証審査のあ

査への移行（shift）
を推奨しております。
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審査計画に対して適切な力量を確保することです。

また、MSの有効性を組織自身が内部監査で評価す

を振り返ってみると、JAB自身が有効性の審査などに

した皆様に厚く御礼申し上げます。今回はJACO

り方』について解説をさせていただきます。

の基準が適切であるかを継続的にレビューし、個々の

いいえ。有効性の審査は旧認定基準（ISO/IEC

るMSの捉え方」および「認証審査のあり方」に関す
る本協会の考え方をウェブサイトに公表いたしまし

ありません。

いいえ。認証機関は自身が提供する認証に必要な専

テム
（MS）規格は、組織が自身のMSを構築・運営す

本協会は、MS認証機関に対する要求事項を規定し

を具体的にどうするかについて細かく言及する立場に

;
質問 3

有効性の審査とは、具体的には
どのようにするのか

有効性の審査に関するノウハウの開発は認証機関に

業界など、すべての制度利用者と連携し、規制当局お
よび社会一般から信頼される付加価値の高い適合性評
価制度の更なる開発と普及に努めて行く所存です。関
係者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

求められているものであり、認定機関は有効性の審査
JACO NEWS︱OCTOBER︱2007 ｜｜ 5
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第三者認証制度の信頼性向上のために

信頼を与えるための6つの原則

マネジメントシステムの
有効性審査の視点
JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）
4.1.2 認証の最終的な目標は、すべての関係者に、マ

序文

ネジメントシステムが規定要求事項を満たしている

取締役システム認証部長

マネジメントシステムの認証は、認証された組織の

星之内 進

という信頼を与えることである。認証の価値は、第

マネジメントシステムが次のとおりであることの、

三者による公平で力量が確保された審査によって確

第三者による独立した実証を提供する。

立される、社会の信頼及び信用の程度である。

a ）規定要求事項に適合している。
b ）明示した方針及び目標を一貫して達成できる。
c ）有効に実施されている。

4.1.3 信頼を与えるための原則には、次の事項を含

｜認証機関に対する要求事項の改訂とJACOの取り組み｜

はじめに
マネジメントシステムの審査および認証を行う機関に

JACOの取り組みと
被認証組織の皆様へのお願い

対する要求事項を規定した国際規格 ISO/IEC 17021が

JACOは、2007年8月から新しい基準への適合を順次

2006年9月15日に発行されました。この規格に対応した

進め、2008年4月から実施するすべての審査で、新基準

JIS Q 17021 も 2007年7月20日に制定されました。

に完全に適合する計画です。これにより、第三者認証の
信頼性向上に向けて、公平で力量の確保された審査を推

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）

進してまいります。

む。
−公平性

マネジメントシステム認証のような適合性評価は、

−力量

それによって、組織、その顧客及び利害関係者に価

−責任

値を提供する。

−透明性
−機密保持

JIS Q 17021：2007（ISO/IEC 17021：2006）は、

−苦情への適切な対応

品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステム
第三者認証制度の最終目標は、
「すべての関係者」に、

すでに認証を受けられたお客様には、新しい基準の下

などの各種マネジメントシステムに共通した規格であ

この規格は、認証機関に対する要求事項を規定して

での最初の審査に際して、新認証ガイドの下での契約書

り、規格要求事項への適合性だけでなく、マネジメント

「お客様のマネジメントシステムが規定要求事項を満た

いる。これらの要求事項を順守することによって、

の改訂、申請のレビューをより有効にするための申請帳

システムの有効性の審査に関して、上記のように規定し

している」という信頼を与えることにあり、したがって

認証機関がマネジメントシステム認証を行う能力を

票の改訂、再認証審査（JACOの更新審査）日程の調整

ています。認証機関には、
「明示した方針および目標に

第三者認証の成功は、お客様のご満足と併せて、利害関

もち、一貫して公平な方法で運用し、それによって、

などいくつかの点でご協力をお願い申し上げます。

向けてマネジメントシステムが有効に実施され、一貫し

係者のご満足をいただいて初めて達成されます。また、

国内及び国際的にそのような機関が認知され、それ

て達成できるかどうかの有効性を審査する」ことが求め

そのためには力量を備えた認証機関による公平な審査が

らの機関の認証の受入れが促進されることを確実に

られます。JACOは従来から有効性を視野に入れた審査

要求されています。

することを意図している。この規格が、国際貿易の

をしてまいりましたが、新認証システムの下でさらに力

観点で、マネジメントシステムの第三者認証が容易

量を研鑽して、第三者認証制度の信頼性向上を目指して

第三者認証の信頼性向上が特に重視され、①公平性、②

に認知される基礎となることが望ましい。

まいります。

力量、③責任、④透明性、⑤機密保持、⑥苦情への適切

序文

JIS Q 17021：2007（ISO/IEC 17021：2006）では、

な対応、の6つの原則が掲げられています。
適合性評価に関して、従来は2つの要求事項（
「品質シ

従来の認証制度

新しい認証制度

ステム審査登録機関に対する一般要求事項」：Guide 62
および「環境マネジメントシステム（EMS）審査登録

被認証組織の満足
従来の認証制度

機関に対する一般要求事項」
：Guide 66 ）
が適用されてお
り、JACOもこれらに適合した運営を行ってまいりまし
た。ISO/IEC 17021はこれらを統合したものであり、

適合性の
審査

QMS認証
ISO/IEC Guide 62

第三者認証制度のさらなる信頼性向上を目指すもので

マネジメントシステム認証

す。JACOは、この規格の発行を受けて、認証システム

ISO/IEC 17021

を再構築し、規格の制定趣旨の実現に向けて認証活動を

（JIS Q 17021）

展開してまいります。

EMS認証

利害関係者の満足

新しい認証制度

ISO/IEC Guide 66

新認証システムの適用開始に先立ち、ISO/IEC 17021

適合性の
審査
有効性の
審査
成功の秤

図2 新認証制度のねらい
図3 第三者認証制度の成功の秤

の概要とともに、JACOの取り組みをご紹介します。お
客様およびマネジメントシステム認証制度にかかわる皆

図1 認証機関に対する基準

様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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公平性

力量

透明性

苦情への適切な対応

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）
4.2.1 認証機関が、信頼を与える認証を提供するた

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）
4.3 認証機関のマネジメントシステムに支えられた、

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）
4.5.1 認証機関は、認証の完全性及び信頼性に対す

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）
4.7 認証によりどころを求める者は、苦情が調査さ

めには、公平であること及び公平であると認識され

要員の力量は、信頼を与える認証を適用するために

る確信を得るために、認証機関の審査プロセス、並

れることを期待しており、苦情が妥当であると判明

ることが必要である。

必要である。力量とは、知識及び技能を適用するた

びにすべての組織の認証状態に関する適切、かつ、

した場合には、苦情が適切に処理されること及び苦

4.2.2 認証機関は、依頼者からの認証の対価を収入

めの実証された能力である。

適時な情報を、公に利用できるようにする又は開示

情解決のための適切な努力がなされるものと信頼し

する必要がある。透明性とは、適切な情報が利用で

ているはずである。苦情への適切な対応を効果的に

き、又は適切な情報を開示するという原則である。

行うことは、認証機関、依頼者、その他の認証の利

源としており、これが公平性に対する潜在的な脅威
であると認識されている。

JACOは、従来から約10年の審査経験をもつ審査員を

4.2.3 認証機関の決定が、その認証機関が得た適合

構成員とする審査能力向上センタを設置し、現地審査の

（又は不適合）の客観的な証拠に基づいていること、

立会監査や報告書監査を通じて審査員の力量を評価して

JACOは、これまでもウェブサイトを通じて「一時停

及び他の利害関係者又はその他の関係者から影響を

きました。この活動を通じて審査員の育成に注力すると

止中の組織」を機密保持に抵触しない範囲で公開するな

受けていないということが、信頼を得るため、又は

ともに、契約から認証文書の発行にわたるすべての認証

ど、第三者の信頼を得るために適切な情報公開を推進し

それを維持するために必要不可欠である。

プロセスにかかわる要員を対象に、必要な力量を分析し、

てまいりました。 ISO/IEC 17021 への適合を機会に、

5.2.2 認証機関は、他との関係をもつことから生じ

力量の充足度評価に基づいて教育訓練のニーズを分析

「異議申立、苦情および外部コミュニケーション」の手

実証するためには、苦情への適切な対応を含め、透

るいかなる利害抵触をも含む、認証の提供から生じ

し、教育訓練により育成するという力量マネジメント手

順を公開するなど、さらなる透明性の向上に努めてまい

明性の原則と機密保持の原則との間の適切な均衡が

る利害抵触の可能性を特定し、分析し、文書化しな

順を運用し、
「機関の力量」の向上に努めてまいります。

ります。

必要である。

用者を、過失、怠慢又は不適切な行動から守る重要
な手段である。苦情が適切に処理される場合に、認
証活動に対する信頼が守られる。
注記

認証の完全性及び信頼性をすべての利用者に

ければならない。認証機関にとって、他との関係が
公平性に対する脅威となる場合、どのようにその脅
威を排除し、又は最小化するかを文書化し実証しな

JACOは、異議申立や苦情に対する手順を確立し、適

責任

機密保持

切に処理する努力をしてまいりました。また、これらの

ければならない。この情報は、 6.2 に規定する委員

活動の適切性を中立的な立場から諮る委員会を設置し、

の実証は、利害抵触が認証機関の内部から生じるか、

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）
4.4.1 認証の要求事項への適合の責任をもつのは、認

JIS Q 17021 ：2007 （ISO/IEC 17021 ：2006 ）
4.6 認証機関が、認証の要求事項への適合性を適切

他の個人、団体又は組織の活動から生じるかにかか

証機関でなく、依頼組織である。

に審査するために必要な情報を、特権的に入手する

わらず、特定される利害抵触のすべての潜在的な発

4.4.2 認証機関は、認証の決定の根拠となる、十分

ためには、認証機関が依頼者についてのすべての占

生源を網羅しなければならない。

な客観的証拠を評価する責任をもつ。認証機関は、

有情報を機密として保つことが不可欠である。

か、他の個人、団体又は組織の活動から生じるかに

審査の結果に基づいて、適合の十分な証拠がある場

かかわらず、特定される利害抵触のすべての潜在的

合には認証の授与を決定し、又は、十分な適合の証

な発生源を網羅しなければならない。

拠がない場合には認証を授与しない決定をする。

会（公平性委員会）に提出しなければならない。こ

JACOは、従来からすべての要員との間で機密保持の

諮問してきました。さらに、
「異議申立、苦情および外
部コミュニケーション」の手順を公開するなど、苦情な
どに適切に対応する体制を強化してまいります。

さいごに

契約を締結し、認証プロセスの全般にわたって機密保持

JIS Q 17021：2007（ISO/IEC 17021：2006）に基づ

の管理を行ってきました。電子情報化の進展に伴う情報

く新認証システムの適用にあたって、その概要をご紹介

JACOは、今まで以上に公平な立場での審査や認証の

JACOは、力量を備えた審査チームを編成し、お客様

セキュリティのシステム強化や要員に対する教育訓練を

させていただきました。マネジメントシステム認証制度

決定に努め、お客様、お客様の顧客および利害関係者か

のマネジメントシステムが要求事項に適合しているかど

継続的に実施し、機密保持の有効性を維持向上させてま

にかかわる皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま

ら信頼されることを最重要の運営課題としています。

うかを評価する責任を果たします。また、十分な客観的

いります。

す。

そのため、すべての認証プロセスを対象に利害抵触の

証拠を評価し認証を決定する責任を果たします。これら

可能性を再度分析し、その結果に基づき公平性に対する

の認証機関としての責任を持続的に果たすために、認証

脅威を最小化するためのマネジメント手順を強化しまし

プロセス全般に対する機関の責任を分析し、必要な対応

た。また、従来から設置してきた公平性マネジメントの

力を整備してまいります。

諮問機関を、認証に利害関係をもつ多くの分野を代表す

苦情への適切な対応

.出典：JIS Q 17021:2007 適合性評価―マネジメントシステム
の審査及び認証を行う機関に対する要求事項

る外部委員により構成した公平性委員会に衣替えし、役
割も明確化しました。
公平性マネジメント手順に則り、認証の全プロセスを
監視し、必要な場合には脅威を最小化する仕組みを運用
し、それらの有効性を公平性委員会に諮問することを通
じて、公平性の維持向上に努めてまいります。
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お問い合わせ
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JSOXを取り巻く動向と
その準備後の世界を見据えて
株式会社日本情報セキュリティ認証機構

ISMS主任審査員、CISA

織の内部統制監査基準）を取得することが営業戦略上の

がありますが、JSOXの世界は三番目の財務報告の信頼

話題になっています。サービス事業者がSAS70による監

性に限定されています。したがって、企業にはJSOXの

査を受けていると、サービス事業者のお客様に対する内

世界を超えて、さらにトータルな内部統制が求められる

部統制監査の工数が低減できるという話です。しかし、

ようになります。

監査法人もこの保証については何も言っていません。
統制フレームワークの乱立のため、企業の悩みはまさ
に次の疑問です。

山本 富夫

企業は乱立するフレームワークに惑わされること無
く、自分の身の丈にあったマネジメントシステムを選択
し、自信を持って運営すれば良いのです。これを監査法

何を信じたら良いのか？

人にも自信を持って主張すれば良いのです。
このためには、どうしたら良いのでしょうか？

企業の取組実態
1年前の今頃は内部統制の準備について声高に叫ばれ

されました。このため、経営者評価監査を不要化、小企
業への適用も考慮に入れるなど新しい動きが出てきてい
ます。

JSOX準備後の世界を見据えて
SOX準備成果は放っておくと、劣化してしまいます。

JSOX準備成果をISMSによって活かす

ていました。しかし、米国SOX法の事例はあるものの、

また、内部統制と情報セキュリティ管理（ISMS）と

業務フロー図、リスクコントロールマトリックス、業務

分かりやすい例があります（下図）
。JSOXで準備した

日本のJSOX（金融商品取引法）の実施基準が示されて

の密接な関係についても、弊社はJACOニュース（06.9）

記述書など3点セットは毎年見直さないと、すぐに劣化

リスクコントロールマトリックスを少し詳細化したら

いない時期でありました。このため、米国株式市場に上

で、また機会あるごとに主張してまいりました。ようや

してしまいます。マネジメントシステムとして、維持と

ISMSのリスクアセスメントになることをご存知でしょ

場している企業が先行して取り組んでいるほかは、様子

く日経コンピュータ主催の内部統制セミナー（07.5）等

継続的改善が必要です。

うか。

を見る企業が大半であったと思います。

でもJSOXへの準備を情報セキュリティ管理（ISMS）の

内部統制のための実施基準（金融庁）はこの点におい

仕組みを利用して進めたという事例が発表されるように

ては明確ではありません。マネジメントシステムの構築

資産、脅威、脆弱性の要素で因数分解すれば良いのです。

の密接な関係がまだ十分認識されていませんでした。こ

なり、内部統制関係者も、ようやく気づき始めています。

モデルまでは提起していません。このマネジメントシス

そして、継続的改善というマネジメントシステムを組み

のため、内部統制は経理部門が、情報セキュリティ管理

しかし、大きな課題が残っています。それは「統制過

テムによる継続的改善については、ISOの世界に一日の

込めばISMSになります。

（ISMS）は情報システム部門またはISO事務局部門（技

多による現場の疲弊」と「統制フレームワークの乱立」

また、内部統制と情報セキュリティ管理（ISMS）と

術・品質管理部門）が準備をしていました。しかし、気

です。

セス管理」など同じような管理策を考えていたというよ
うな事がありました。
おかしな話ですが、リスクを減少させる対策のことを、

統制過多による現場の疲弊と
統制フレームワークの乱立

内部統制の世界では「コントロール」
、情報セキュリテ

今、企業はJSOXの実施に向けて、3点セット（業務

ィ管理（ISMS）の世界では「管理策」と日本では言葉

フロー図、リスクコントロールマトリックス、業務記述

使いも異なります。しかし、英語では同じ「Control」

書）とその現場での実行のため、事業部門はもちろん、

です。いかに、相互の交流が少なかったかという象徴だ

情報システム部門、ISO事務局部門まで投入して準備を

と思います。

進めています。
また、企業の現場では、従来からのISOマネジメント

迫ってきたJSOX実施期限

ISMSを使って、JSOX準備成果をトータルな内部統

長があると思います。
また、企業は内部統制として、①法規を遵守し、②業
務を有効に遂行し、③財務報告の信頼性を確保する必要

がつくと「職務の分離」
、
「システムの変更管理」
、
「アク

システム（品質、環境）
、情報セキュリティ活動（ISMS、

リスクコントロールマトリックスのリスク内容を情報

制実現のために、ぜひ活用することをお勧めしたいと思
います。

■ リスクコントロールマトリックスとISMSでのリスクアセスメントとの関係と相違
リスクコントロールマトリックス
業務名・
プロセス

リスク

コントロール

評価

現状の
管理策

改善の
ための
管理策

ISMSでのリスクアセスメント
業務名・
プロセス

情報資産・
価値

リスク
脅威

脆弱性 リスク内容

リスク
インパクト

対策後
リスク

リスク対応
計画

ISMSによる
継続的改善

個人情報保護）に加え、財務統制のための内部統制が加

1年を経過した今、状況は一変しています。準備期限

わったことにより、
「もう統制は止めてくれ！これ以上

である08年3月を後1年に控え、金融庁からJSOXの実施

は理解できない、覚えられない、実行できない！」と統

基準（07.2）
、これを受けてITガバナンスに関しては経

制アレルギー状態になっています。

リスク要素の因数分解

継続的改善

済産業省からシステム管理基準追補版（07.3）が示さ

しかも、内部統制に関連する統制フレームワークは

れ、企業が実務的な検討を行う指針が揃いました。この

色々あり、内容は似ていますが、微妙に異なっています。

結果、内部統制の準備を声高に叫ぶ時期は終わり、各企

経済産業省のシステム管理基準追補版に従えば、金融庁

日本情報セキュリティ認証機構
（JACO-IS）
は情報セキュリ

環境、品質との複合審査も積極的に行っています。ISMS

業が汗をかきながら必死に準備する時期となってきました。

の実施基準を満たすのかというと、両省庁とも保証して

ティ専門の認証機関として内外から評価を受けています。

について詳しく知りたい方は
「実務者のための情報セキュリ

いません。

ISMS（ISO27001）
、ITSMS（ISO20000-1）
の認証につ

ティマネジメントシステム
（産経出版社）
」
を弊社HPからお申

いては、ぜひご活用ください。また、JACOグループとして

し込みを受け付けていますので、
ご活用をお願いいたします。

一方米国ではSOX法監査の基準である監査基準第2号
が企業に対する過度の負担になっているとの判断から廃
止され、代わりに監査基準第5号が正式に発行（07.5）
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また、データセンターなどのサービス事業業界では監
査法人が行うSAS70（米国公認会計士協会のサービス組

JACO NEWS︱OCTOBER︱2007 ｜｜ 11

NEWS & REPORT 3

INFORMATION

新しい出会いを大切に……
進化するJACO営業

ISO22000
（食品）
で、
UKASの認定を取得しました!

取締役開発営業部長

豊田 和行

JACOでは、食品安全マネジメント

する努力を実行するでしょう。

れば製品に健康に対する危害要因が残

システム審査について、かねてより新

企業もしかり。ISO22000で

る点を示します）に決定して、温度と

スキームISO/TS22003をベースとし

PDCA サイクルを回し、図示したよう

時間のパラメータで許容限界を設定し

たUKAS 認定取得に取り組んできまし

にリスクが増大した「受け入れ不可能

モニタリングを行います。これらをシ

たが、この度、 2007 年 10 月に ISO/

なリスク」領域から、できる限り「安

ステム化して管理するのがISO22000

TS22003 に合致した認証取得となり
ました。UKAS （United Kingdom
Accreditation Service ）は英国の

全な状態」に、リスクを低くすること

です。

認定機関で、そのシンボルは全世界に

し、見積りというリスク分析を経てリ

また、現場の声から当社の技術部と連携し、地域のニ

認 知 さ れ て い ま す 。 今 後 JACO は

スク評価を行います。 ISO22000 で

ーズにあった各種セミナーのご提案と開催を重ねてきて

UKAS 認定ISO22000 の認証審査を

は第7章「安全な製品の計画及び実現」

います。その代表的なものとして「地域限定・環境法関

通して、国際的なフードチェーンの食

が相当します。

連条例セミナー」があります。最近の「組織の倫理性」

品安全に貢献するサービスを提供して

ISOとは？ 第三者認証の信頼性とは？ 等を常に自問

がより重視される状況とも重なり、非常に多くのご参加

まいります。

自答し、お客様に役立つ価値のある情報や各種企画をご

をいただきました。これからも、引き続き色々な企画を

提案していきたいと考えています。

展開し、ご提案したいと思っています。

いも図りつつ懇親を深めさせていただいています。これ

はじめに……

からも継続して全国各地で開催するように努めてまいり

JACOでは、今年6月に営業を中心とした組織の大幅

ます。

な見直しを行い、従来の営業部を開発営業部と営業管理
部の2部制とし、営業部門のさらなる強化を図りました。
特に、新しいお客様との出会いに対し今まで以上に重点
をおき、JACOをより一層知っていただく活動を中心に
行うのが、当開発営業部の業務です。
多様なニーズ、刻々と変化する認証業界の動向、各地
域経済事情等を十分に把握しながら、経営に寄与する

出会いから、さらなる進化へ……

また、新しい企画として、既登録組織のISO運用好事
例や、積極的なお取り組みを実際にお話いただく、地域

新しい出会いとして……

ごとの「JACOフォーラム（仮称）
」を計画しています。

JACOは、昨年11月に念願の札幌営業所を開設し、北

まずは近々、北陸地区より開催したいと思っていますの

海道地区での本格的展開の足場つくりを行いました。札

で、同地区の皆様には詳細が確定次第、早々にご案内い

幌のほかに、関西（大阪）
・名古屋・金沢の各拠点の営業

たします。

体制を整備しており、より地域に密着した営業活動を行
うことにより、地域の皆様に支持されるJACOを目指し
ます。
そのような中で、JACOご登録以外の組織の方々にも

進化するJACO営業にご期待ください……
新たにISO規格を取得されようとするお客様の数は、
今までの拡大基調から安定期に入り、認証機関はより厳

場の生の声やニーズを伺い、新しい組織との多くの出会

しい選択の時期を迎えています。どのようにしてお客様
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さて我々は、現在そして近未来も、

スメントは危険源を明確にして特定

信頼のコミュニケーションを
目指して
安全でない製品をリリースする可能
性を最小限にして、事故が発生した場

例えばハンバーガーチェーンのハン

合は是正処置を的確に実施した再発防

バーガーパテを取り上げてみると、食

止により同じ失敗を繰り返さないこと

肉ミンチからなるパテには多くの細菌

が、安全を提供する販売者の責務です。

が存在し病原微生物の汚染が生じる可

安心を得たい購買者の権利を維持し、

能性、さらに食中毒発生のリスクが考

両者間に信頼のコミュニケーションを

えられます。細菌検査の結果判明まで

作る第三の目をJACOは目指します。

にパテは消費されてしまうので、原料

より利便性の高い生活が保障されてい

供給元からパテ製造、店舗内での調理

るかのように考えがちですが、利便性

に至るプロセス管理が必要になりま

の裏にはより顕在的もしくは潜在的な

す。その際に焼成工程を CCP （重要

ハザードに見舞われるリスクが存在し

管理点のことで、そこで管理できなけ

;本件に関するお問い合わせは、
審査部 小野へ

ます。最近は、数々の企業不祥事が発

対象を広げた「ISO経営セミナー」を各地で開催し、現

▲名古屋開催
ISO経営セミナーの様子

リスクマネジメントの
必要性

が可能になります。そしてリスクアセ

▲金沢開催
地域限定環境法関連条例セミナーの様子

生しており、食品業界に限定しても、
消費期限切れ原料使用、食肉偽装が大
きな社会問題になりました。ISO

受け入れ不可能なリスク

12100 の国際安全規格によれば、許
容可能なリスクを「その時代の社会の

を広げ、いかに満足いただける

価値観に基づく所与の条件化で受け入

か？ いかに経営に寄与する審査

れられるリスク」と定義しています。

であるべきか？ JACOに課せら

昨今の食品の安全性に関する基準は

れた課題やご期待はたくさんあり

年々厳しくなっていますので、リスク

ます。これらの点を真摯に受け止

管理のための仕組み「リスクマネジメ

め、継続的な進化を図り、お客様

ントシステム」の確立が求められる所

の信頼に応えていきたいと考えて

以です。ちなみに病気で死亡する確率

います。

は7.1×10−3／年、ガンは2.4×10−3／

ぜひ、これからの「進化する

年となっています。自身の健康を思え

JACO営業」にご期待ください。

ば、できるだけリスクを合理的に低く

リスクの増大

安全な状態
※安全な状態とは受け入れ不可能なリスク
がないことでリスクがこのレベルに維持さ
れていることを保障し続ける必要がある

図 リスクの領域区分
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SEMINAR
■ IT サービスマネジメントのために

ホットなJACOセミナーを
お届けします
■食品安全向上のために

はじめに

食品の安全性については、マスコミに

■CPD（継続的専門能力開発）のために

今日のビジネスにおいて、情報システ

昨年から審査員資格、維持更新の際に

ムは必須の経営資源の一つとなっていま

新制度が開始されました。要員認証機関

す。その中で、IT サ−ビスビジネスにお

（JRCA 、CEAR 、IRCA 、JFARB ）によ

ける顧客満足向上を可能にする情報技術

り要求事項に差異はありますが、共通して

サ−ビスマネジメントシステム（ITSMS ）
が2005年12月にISO20000として設定

継続的専門能力開発（CPD：Continuing
Professional Development）の要件が

され、2007年4月にJIS化されました。

あり、新たに新スキームで審査員登録を
された場合や新スキームへの移行にも

CPD実績が必要とされています。
このCPD実績にご活用いただく以下の

JACO は環境、品質、情報セキュリテ

取り上げられない日がないくらいに我々

ィ、IT サービス、労働安全衛生、食品安

の身近な問題となっています。このよう

JACO ではこの動きに対応し、日本で
最 初 に IRCA 研 修 コ ー ス 認 定 を 受 け た
ITSMS審査員コンバージョントレーニン

全など、マネジメントシステムに関する

な社会的要請、動向の中で、組織の皆様

グコースを初め下記のコースを開催して

セミナーを開催していますのでご利用く

セミナーを豊富に取り揃えて提供してい

が食品安全に取り組めるよう、この度、

いますので、IT サービスマネジメントシ

ださい。

ます。

食品安全に関するセミナーを取り揃えま

ステムの確立にご活用ください。

今回は、新たにラインアップに加えた

した。組織の皆様の要望に合わせ選択受

食品安全とIT サービスのセミナーおよび

講ができるラインアップになっていますの

品質マネジメントシステム有効活用関連

で、食品安全への取り組み状況に合わせ、

セミナー、審査員有資格者の専門能力維

ぜひJACOセミナーをご利用ください。

持向上のためのセミナーについてご紹介
します。
また前回に続き、今回は品質マネジメ
ントシステムのセミナーの講師陣をご紹
介します。

,食品安全 基礎セミナー 実践基礎微
生物の管理 1日（新設）
,食品安全 基礎セミナー 実践食品異
物混入の管理 1日（新設）

の重要な要素となっているリスク管理の

,食品安全 基礎セミナー 役立つ食品
関連法の解説 1日（新設）

一翼を担うマネジメントシステムをご活

,ISO22000規格解説 1日（新設）

用され、組織のプレゼンスの向上に繋げ

,管理手法からのFSMS構築 1日
（新設）

昨今問われている、組織の社会的責任

られますよう、ぜひJACO セミナーをご
利用ください。
これからも皆様のご要望にお応えした
ホットなコースを提供していきますので、

,ISO22000でとらえた一般衛生管理と
HACCP 3日
,食品安全マネジメントシステム 内部監
査員養成 1日（新設）
（下期開設予定）

JACOセミナーにご注目ください。

【品質】
,ITSMS規格解説1日コース
,ITSMS審査員コンバージョントレーニン
グコース IRCA認定（新設）
,ITSMS審査員/主任審査員トレーニング
コース IRCA認定申請済（新設）
,ITSMS内部監査員養成コース（新設）

■品質マネジメントシステムの
有効活用のために

ISO9001のマネジメントシステムをよ
り一層効果的に運用したいとお考えの企
業の皆様向けに、 2 つのコースを揃えま
した。講師には品質保証およびISO9001
の第一人者の福丸 典芳講師をお招きして
います。豊富な審査、コンサル経験など、
規格の深い造詣に加え現場で見てきた実
態を基にコースが構成され、実践的内容
になっています。

セミナー推奨モデル
Ⅰ．基礎からマネジメントシステムを構築
ハザード対策フェーズ
実践食品微生物の管理（1日）

食品関連法令フェーズ
役立つ食品関連法の解説（1日）

実践食品異物混入の管理（1日）
ISO22000でとらえた
一般的衛生管理とHACCP（3日）

Ⅱ．管理手法からマネジメントシステムを構築

FSMS構築準備フェーズ
ISO22000規格解説（1日）
食品安全管理手法からの
ISO22000の構築（1日）
FSMS 内部監査員養成（1日）

Ⅲ．食品安全関連要員育成

ISO22000規格解説（1日）

実践食品微生物の管理（1日）

食品安全管理手法からの
ISO22000の構築（1日）

実践食品異物混入の管理（1日）

FSMS 内部監査員養成（1日）

ISO22000でとらえた
一般的衛生管理とHACCP（3日）
FSMS 内部監査員養成（1日）
役立つ食品関連法の解説（1日）
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,品質マネジメントシステム 有効活用 1日
（新設）
認証取得し運用しているマネジメントシステ
ムを経営にうまく活かしたいが、どのように
マネジメントシステムを活用したらよいかお
悩みのQMS推進者、管理責任者の方に、
ずばりその活用方法を解説します。
,中小組織のための内部監査 1日
（新設）
中小組織の管理理責任者、推進者の皆
様に、講義に演習を織り交ぜ、内部監査
で何を見ればQMSの活動状況を評価で
きるかを分かり易く解説します。ISO9001
で要求される内部監査をどのように行うか
のコツを理解したい中小規模組織の皆様
にお薦めのコースです

JRCA
（マネジメントシステム評価登録
センター）に登録されているISO9001
審査員補の方は、本シリーズのコース
（①と②）
共に受講すると、QMS審査員
補に求められているCPD実績（15H）に
充当できます。
,QMS審査員補レベルアップCPD
（新設）
①コース
（7.5H）
−プログラム−
1：QMSの基本
2：方針管理
演習：方針管理と品質目標の問題
点抽出
3：是正処置の基本的な考え方
演習：是正処置報告書の問題点抽
出
②コース
（7.5H）
（新設）
−プログラム−
1：TC176支援文書からみるISO9001
の解説
2：購買管理
演習：購買管理の問題点抽出
3：内部監査
演習：内部監査の問題点抽出
＊JRCAで規定された能力開発事項
・QMSの原則、QMSに関わる規格
類の理解等に関係したもの
・品質管理の原則、品質管理技術、
品質管理の理解等に関係したもの
・審査技術の向上に関係したもの、
または実務経験分野の専門能力向
上に関するもの

【環境】
CEAR
（環境マネジメントシステム審査
員評価登録センタ―）の環境マネジメ
ントシステム審査員資格を保有する方
に義務付けられているCPD実績（審査
員、主任審査員：15H 審査員補：5H）
に充当できます。

,環境審査員リフレッシュコ−ス
（7H）
−プログラム−
1：ISO/TC207の最新情報
（ISO14001: 2004など）
2：CEAR環境審査員資格基準
3：環境審査の課題と求められる審査
員像
4：ISO/IEC Guide66, IAF指針（要求
事項審査の視点）
5：環境関連法の動向、環境科学、環
境施設
6：課題演習

ュリティマネジメントシステム審査員
は、3年毎の資格更新の際に情報技術
分野、情報セキュリティ関連分野など
の審査業務に関する教育実績が20時間
以上あることが要件とされています。
その20時間のうち、2/3以上は「相互啓
発を伴い積極的に演習に参加するタイ
プの研修コース」の受講実績を求めら
れています。本コースはこの教育実績
として7Hに相当します。また本コース
はシリーズとしてⅡ、Ⅲと順次開設す
る予定です。

,環境側面と環境影響評価研修コ−ス
（6H）

,情報セキュリティ審査員CPD Ⅰコ−ス
（新設）
（下期開設予定）

,環境法と関連地方条例の解説コース
（6H）
,環境審査員CPDコ−ス
（1日、5H）
＊CEARで規定された
能力開発対象の専門分野

JACOセミナ−を支える講師
（品質マネジメントシステム編）
「お客様に満足いただける研修」を掲げ、

・監査の原則、手順の技法
・法律、規則及びその他要求事項
・環境マネジメントの方法及び手法
・環境科学及び環境技術
・運用の技術的側面及び環境側面

環境、品質、労働安全衛生、情報セキュ
リティ、食品安全と、数多くのお客様の
ニーズに対応した各種セミナーを開催し
ています。今回ご紹介するのは、品質マ
ネジメントシステムの講師陣で常に受講

【情報セキュリティ】
JRCA
（マネジメントシステム評価登録
センター）に登録されている情報セキ

生のご要望を汲み取った講義を心掛け、

JACOならではの研修を提供しています。

品質マネジメントシステムコースの
講師陣

▲ 岡村講師

▲ 松下講師

▲ 笹沼講師

▲ 岩波講師

▲ 三森講師

▲ 山崎講師

.品質マネジメントシステムコース講師の提供する研修の特長

1. 現役審査員が講師を務め、豊富な審査経験／業務経験をミックスした実践的内容
2. 審査事例を反映させたテキスト・講義による分りやすい内容
3. 受講生とのコミュニケーションを図りながら進めるインタラクティブな講義
なお、セミナー開催、ネットワークサービス、出版などの詳細情報は、JACO ホー
ムページ「教育・研修」をご覧ください。

http://www.jaco.co.jp/seminar/index.htm
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CUSTOMER

VOICE 1

CUSTOMER

（株）山口機械、
（株）朝日製作所、神和工業（株）

海の精株式会社＆塩の道株式会社

（協）VC未来 環境部会のISO14001
（株）山口機械

羽嶋 等

VOICE 2

なぜISO9001：2000を取得したか？

代表取締役

代表取締役社長

村上 譲顕

様

山口県内の金属加工業 18 社でつく

様

会社紹介

る協同組合バーチャルカンパニー未来

吾社は、「自然海塩」を製造販売す

（株）山口機械、
（株）
の組合員中3社『
朝日製作所、神和工業（株）』が共同

る会社です。自然海塩とは、自然な製

で（環境部会）を結成し複合審査とい

法で自然な成分の、海水から直接生産

う形で今回のEMS ISO14001認証取

した塩のことです。自然な製法とは、

得となりました。

食品添加物や加工助剤を一切使用せ
ず、太陽熱や風力などの自然力を利用

協同組合3社で取得するメリットは、
各々の会社の企業形態も環境も異なっ

して海水を濃縮し、天日や平釜で水分

ている各社が、それぞれ競い合ってよ

のみを除くことによって塩の結晶を得

り良い知恵を出し合い情報や改善を公

る方法です。また、自然な成分とは、

必要であったりします。しかし、製品

効性が問われることになると思いま

開、水平展開していけることです。3社

海水のミネラルバランスを壊さず、血

品質の安定を確立するためには、製造

す。吾社の使命を明確にし、吾社のす

のトップの共通の目標意識や経営に対

液のミネラルバランスに近い無機組成

の工程や操作や改善を仕組化し、個人

べての企業活動がその使命の実現に結

をいいます。

の技能にのみ依存しない体制にしなけ

びつくものであり、少なくとも社会に

ればならない。

対して宣言した吾社の企業目的と矛盾

する熱意、そして何よりもお互いを信
頼しあうということも深まりました。

▲ISO14001

認証式

吾社は、
「
（塩を通して）イノチの健

企業の
「社会的責任」
として、その事
業活動に関わるすべての資源およびエ

自らが「管理」していくものである。
』

ネルギーの消費は、未来の地球環境を

EMS の導入は、確かにトップダウ

考えるときにとても重要な問題であ

ンの、経営者の強い意志がないと成功

り、
「循環型社会の構築」
には国民一人

しません。しかし本当の運用は、全社
▲ISO14001

教育

▲ネット式立体塩田

康に奉仕する」ことを使命とし、社是

2商品品質の追究;どんなに高品質

として「お客様主義」を掲げ、社訓と

の製品（裸の商品）であっても、お客

して「環境整備」を敷いております。

様にお求めいただける商品（衣装を着

お客様主義とは、お客様のご意見を積

た製品）でなければ市場性はありませ

極的に取り入れ、お客様の要求や欲求

ん。そこで、お客様のご意見を聞き、

を満たしながら、吾社の製品をお伝え

お客様の要求や欲求を取り入れた商品

ず目的としたことは、現在行っている

した活動をしない体制にしなければな
らない。

今後の課題
ISO9001 の認証取得に当たり、ま

一人の認識や、企業経営に携わる経営

員が一丸となって一人一人がリーダー

者が大変重要な役割を担っています。

シップを取りながら継続的改善を行わ

することによってお客様のお役に立と

開発を仕組化し、独善的なプロダクト

ことをISO に則った仕組に乗せること

2004 年 9 月に（協）VC 未来の中で
ISO14001 取得のための研究会を発
足して以来、足掛け3 年、やっとここ

ないとその成果は現れてきません。

うということです。環境整備とは、い

アウトに陥らない、マーケットイン型

でした。いきなり理想を追うのではな

「スクラップ & ビルド」悪いものはど

わゆる5S （整理・整頓、清掃・清潔、

の体制にしなければならない。

く、要求事項を満たした最小限のシス

んどん捨てて新しいものに、自分たち

躾）を徹底し、社内環境を整備するこ

3企業品質の追究;どんなに製品や

テムを構築し、それを無理なく運営す

の為になるものに創り変えたらいい。

とによって、お客様主義の基礎を固め

商品が優れていても、人的な奉仕活動

る習慣を付けることから始めようと考

ようとするものです。

が良くなければ長続きしません。最終

えました。まだ認証を取得したばかり

的には、その企業の経営理念とその実

ですので、しばらくはこのような状態

まで来ました。今回この規格認証取得
に取り組んだきっかけは、環境経営に

そしてそれが必ず社会貢献になり、会

は『組織的な取り組み』を行わなけれ

社の利益、社員の幸せに繋がると考え

ば継続的改善はとても困難であると認

ます。

▲本審査の様子

QMS構築の必要性

が続きますが、頻繁にシステムを見直
し、できるところから改善をしていき

品質マネジメントシステム（QMS）

識し、不具合事項を組織の中の個人の

今回我々はとても貴重な「道具」を

問題と捉えるのではなく、システム全

手に入れました。この管理手法を生産

には、1製品、2商品、3企業の三つ

体の運用に問題点を見出そうと考えた

性向上のための工具として使いこなし

の段階の品質がある、と考えています。

今後の課題としては、 あるべき姿

からです。つまり、これを管理のため

ていく決意です。

吾社では、それぞれについて次のよう

を明確にすることです。すぐにはでき

な理由でQMS の構築を図ろうと考え

なくとも、どこを目指しているのかと

ました。

いう目標地点を明らかにし、改善の方

のツールとして、また全社員と経営者

まだまだEMS の仕組みが確立した

自身の意識改革のツールとして

ばかりのよちよち歩きの我々ですが、

（EMS ）の導入を決定いたしました。

各社各部門のPDCAを確実に回し、継

『
「管理」は他からされるものではなく、

続的改善につなげていく所存です。
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ます。

向性を示すことです。

1製品品質の追究;吾社の製品は、
▲本審査の様子

自然が相手であったり、職人的な技が

▲伊豆大島製塩場 千波工場

JACO NEWS︱OCTOBER︱2007 ｜｜ 17

CUSTOMER

VOICE 3

CUSTOMER

社会福祉法人れんげ福祉会

東芝関西情報システム株式会社

ISOの手法を駆使して

ISMS認証取得を振り返って

常務理事

ISMS管理責任者（システムソリューション技術部 部長）

藤巻 秀卓

岡村 均

様

事業の沿革

り、現場の声は遠くなります。また、

VOICE 4

▲特別養護老人ホーム

銀松苑

この地域では唯一の先駆的、大規模複

様

たが、
「老婆心をもって現場を見守り、

会社概要

推進力がキーポイント

東芝関西情報システム株式会社は、

業務上、お客様の独自ノウハウや、

問題があれば忠告を続けること」とい

介護保険が制度化され、広く負担を

合型の施設となるため集客力は向上す

さらに人材や資金も含め資源に余力が

求める代わりに給付は契約により受け

るでしょうが、この施設のサービスが

出れば事業の推進力となり、士気も高

平成元年に関西地区の東芝系システム

重要なデータをお預かりすることが多

られることになりました。しかし、長

経営者の傲慢な押しつけによるもので

まります。職員のモチベーションが上

販売会社3社を統合し設立されました。

いので、データの取扱いには慎重を期

野県大町市南部には給付を受けられる

あれば、地域にとって有難迷惑な施設

がれば、内部監査や是正の手続きを煩

関西を中心とした500社を超える幅

している自負はありましたが、実際に

施設が全く無かったため、地域福祉の

になりかねない。事業の安定を求め経

雑だと批判する雰囲気も払拭できます。

広い業種の中小・中堅企業様に、販売

認証取得作業を続けていく過程で、担

ISMS 活動は基本ルールの定着から

当者ごとに意識レベルの差があること

と考えています。全社員が日常の行動

が明確になってきました。

の中で空気のように、ISMS ルールを

う引継ぎ事項を守り続けたいと考えて
います。

今後の展開と課題

推進を目的として、平成13年7月、社

営基盤を拡大しても、かえって管理が

2 月に認証取得して間もない事業所

管理システムを核としたコンサルティ

会福祉法人れんげ福祉会は創設されま

行き届かず、利用者の不利益を招くこ

ですが、内部監査に重点項目を持たせ

ングから業務提案・プログラム開発・運

した。

とを危惧するようになりました。

ることで、深く研究することを習慣づ

用サポートまでを含む、トータルな業

元来、数社合併で誕生した会社であ

急速な拡大は管理体制の不備により

けるよう訓練しています。まだ少数で

務ソリューションをご提供しています。

り、その後も関連企業の社員とお客様

その為に、年一回の全社員教育と

アハウス）と通所介護サービスを開所、

サービスそのものの質を低下させるこ

すが、知識を深めサービスの向上に結

数年前より、オープン系のシステム

を引き継いできたこともあり、それぞ

「月間 ISMS 重点事項」での啓蒙を継

平成15年5月には居宅介護支援事業所

ともあります。また、管理体制を強化

び付けようと活躍している、成長著し

が全プロジェクトのほぼ 100% を占

れの企業風土の微妙な違いによって、

続するとともに、内部監査員の育成に

と訪問介護を開設しました。これらの

するあまり管理職を増員して人件費を

い職員が目につくようになったのは喜

め、今後の事業拡大の為には、開発要

お客様への対応も個々の担当者の裁量

も力を入れており、資格取得者へのレ

事業所は2 月にISO の認証を取得して

膨らますことになっては現場に必要な

ばしいことです。

員の増強と共に、お客様からの情報セ

にまかせてしまいがちで、まとまりに

ベルアップ教育及び新規6 名の教育に

います。

資金が不足するため士気に影響を及ぼ

キュリティ要求への対応力が求められ

欠けていたのかもしれません。

より、現在、社員の約 30 ％が内部監

平成14年5月に軽費老人ホーム（ケ

現在は、まだ認証事業所になってい
ませんが、特別養護老人ホーム68 室、

します。
さらに本会は、介護保険の指定を受

そんな「個人商店」を纏め上げたの

今後は、グループ共通ルールの更な

行責任者のパワーと、経営者の理解で

る継続改善とともに、企業規模に応じ

す。トップダウンによる強力な推進力

た規定の見直しを続けます。

いろいろな業種があり、さまざまな

そんな折、東芝ソリューション（株）

に引っ張られる形で認証取得活動が進

さらに、業務委託先におけるセキュ

なら、同業他社との競争よりも内部統

経営形態が対象事業として認められる

が、弊社を含むグループ企業 15 社、

んでいきました。入退室電子ロック設

リティ及びコンプライアンスの遵守を

制を強化し一定の基準以上のサービス

以上、基本さえ逸脱しなければ、この

約12,000 名で一斉にISMS 認証取得

置やサーバ強化等、当初予定の費用を

徹底していきたいと考えています。

提供に努めればそのほうが効率的だと

システムの使い方は自由だと考えてい

活動を行うという連絡を受け、早速、

オーバーしましたが、前向きな投資と

考えました。

ます。本会も独自の経営手法にISO の

活動を開始しました。

して承認されました。

既得権を得ているため、競合相手が少

月に予定しています。

の財産と私の理念と考えのみで計画を

このような状況を踏まえ、ISO9001

進めてきました。開所当時は事業の規

の手法を構築して速やかに組織の基盤

模も 15 人程度の職員数だったため私

そのものを整備していかなくては確か

増設する事業所の認証も含めサーベ

けるのは今回が初めてという状況でし

今回ISMS 取得という、大

個人の考えを直接つたえ、理解してい

な経営が成り立っていかないと考える

ランス、審査を受けながら研究を深め

たが、グループ企業間の情報共有レベ

きなステップアップ目標を得

ただきながら運営してきました。

ようになりました。

てまいりますが、単にシステムに沿っ

ルを統一する目的で、グループ共通の

て、社員全員が同じベクトル

手法を有効に取り込み、柔軟に使って
いこうと考えています。

今までにプライバシーマーク認定の
検討はしていたものの、公的認証を受

ISOで示すPDCAのスパイラルはこ

た運用を目指すのではなく、顧客のた

リスクアセスメント手法に基づき、支

で認証取得に取り組んでいく

画により、入所施設で118名、在宅サ

うした考え方に沿う形で体系づけられ

めにどう使えば有効かを考えて運用し

援を受けながら事務局が中心となって

中で、共通意識が生まれた感

ービスでは毎日 80 名平均のご利用を

ていました。このスパイラルが継続性

ていくつもりです。

作業を実施しました。

があり、これが当社にとって

見込む事業計画を立てた時点で、本当

を維持できるのであれば管理職は必要

そのうえで、本会が真に顧客満足の

同じグループ企業でも、企業規模と

に満足いただける施設としてご支持い

なくなります。管理する側、管理され

向上を望むのであれば、理想的な経営

業務内容によって取扱う情報の内容や

ただけるのか疑問を持つようになりま

る側の意識が薄くなり高い意識レベル

が持続できることを信じ、これからも

重要度に差があり、そのバランス調整

事業運営に取り組んでまいります。

が今後の課題でもあります。

18 ｜｜ JACO NEWS︱OCTOBER︱2007

で顧客満足の向上を目指すためです。

ISMS 取得で身についたノウハウ
を、お客様にフィードバックしていく
ことで、お客様の事業発展と継続のお

全員の意識がひとつに

しかし、特別養護老人ホーム設置計

した。職員数は 100 名近い規模にな

査員の有資格者となりました。

は、なんと言っても、当時のISMS 実

ない。よってサービスの向上を目指す

所し、通所介護25 名定員の開所を10

が、設置母体はなく、ほとんどは個人

るようになりました。

今後のISO運用について

けていることですでに制度ビジネスの

本会は平成13年7月に創設しました

能な継続的改善が、このISO の手法に
は網羅されているといえます。

グループ共通ルールによる
取得活動

短期入所生活介護20室をこの5月に開

ISO認証取得について

まさに職員の意識から始まる持続可

実行できることが重要です。

役に立てる組織の確立を目指します。

最大の効果となったのではな
いかと思います。
その初代「熱血」責任者は、
今年の 6 月に定年退職しまし

▲社内風景
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各種お問い合わせ・お申し込み

事業所の所在地
■本社（東京）

■新規にISOの認証取得をされようとするお客様は

〒107-0052

■開発営業部
東京営業グループ

東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

TEL. 03-5572-1721
FAX. 03-5572-1730

関西営業グループ
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

交通案内
● 地下鉄

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

0 1 20-248 152
TEL.03-5572- 1 722
TEL.06-6345-1 73 1
TEL.0 1 1-232-1 722
TEL.052-587-2294
TEL.076-268-9375

FAX.03-5572-1733
FAX.06-6345-1 730
FAX.0 1 1-232-1 733
FAX.052-587-2297
FAX.076-268-9374

■サーベイランス・更新審査の見積りや登録情報のご変更などに関することは
■営業管理部
カスタマサービス 東京
グループ
関西

■関西支社（大阪）

■開発営業部
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

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

TEL.03-5572- 1 722 FAX.03-5572-1733
TEL.06-6345-1 73 1 FAX.06-6345-1 730
TEL.0 1 1-232-1 722 FAX.0 1 1-232-1 733
TEL.052-587-2294 FAX.052-587-2297
TEL.076-268-9375 FAX.076-268-9374

交通案内
● 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

■審査日程調整にかかわる事項に関することは

東京三菱
UFJ銀行

● JR東西線

■営業管理部
審査管理グループ

東京
関西

TEL.03-5572- 1 748 FAX.03-5572-1 733
TEL.06-6345-1 732 FAX.06-6345-1 730

■審査に関することは

■札幌営業所

北口

〒060-0004
札幌市中央区北4条西 5-1
北海道林業会館6階

JR札幌駅
南口
アスティ45

TEL. 011-232-1722
FAX. 011-232-1733
毎日新聞

三井生命

札
幌
駅

札幌西武

交通案内
●JR 札幌駅下車

エ
ス
タ

読売新聞

みずほ銀行

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

第一生命

徒歩 5 分

● 地下鉄南北線札幌駅下車

審査部（環境審査） TEL.03-5572- 1 725
審査部（品質審査） TEL.03-5572- 1 727
審査部（食品安全審査）TEL.03-5572- 1 727
審査部（複合審査） TEL.03-5572- 1 725
関西支社（審査）
TEL.06-6345-1732
労働安全衛生審査センタ TEL.03-5572- 1 729
国際審査センタ
TEL.03-5572- 1 725

徒歩 4分

道庁
イチョウ並木

JTB
イチョウ並木

■登録証発行に関することは

地
下
鉄
南
北
線

システム認証部

TEL.03-5572-1728 FAX.03-5572-173 1

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは
技術部
技術部（関西）

■名古屋営業所
〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

FAX.03-5572-1988
FAX.06-6345-1730

■苦情やご要望に関することは

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

CSセンタ

交通案内
●JR 名古屋駅下車

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

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

徒歩 7分

TEL.03-5572-1741

FAX.03-5572-1730

■関連会社へのお問い合わせは
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

■金沢営業所
〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-3
石川県鉄工会館3階

編集
後記

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

交通案内
● JR 金沢駅下車

西口より
タクシー約10分
● JR 金沢駅下車 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）

駅
沢
金

JR

FAX.03-5572-1757

ダーウィンの「残るものは変化するもの。」と言う言葉があります。状況に応じ
て変化（進化）
していくものだけが、
この先残っていくものであると言っていま
す。
しかし、最近では、表面的な変化に囚われすぎて、何か大事な物を忘れて
いるような気がします。私たちは早くその事に気が付いて、消滅してしまわない
よう、修正しなければいけない時期に来ている気がします。
（しい えす子）

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

JACOではホームページで各種情報をお届けしています。

http://www.jaco.jp/

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インクを使用しています。●この印刷物はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

