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送付先変更のお申し込みについて
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営業管理部 カスタマサービスグループ長 宗吉 正則
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株式会社JACO CDM 取締役事業推進部長 大塚 芳裕

業が積極的に取り入れ、それが推進役となり、その後製
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住

小企業へと拡大し広く世の中へ受け入れられました。現

これからの審査認証機関の役割

をはじめとするISO第三者認証に携わってきた人々が努

目がますます必要になってくると考えます。品質、環境

力をし、築き上げてきた成果です。しかし、ISO認証登

という切り口から新たに情報セキュリティISO27001、

認証機関の変更によるQMS活動の活性化…… 17

録の裾野が広がるにつれて、残念ながら新たな課題も露

そして食品企業に効果的な食品安全ISO22000もISO化

■パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社
品質管理センター 所長 中西 徹明 様

呈してまいりました。ISO認証取得企業によるデータ改

され実績を上げつつあります。そして本年から「京都議

ざん、捏造、法律違反、消費・賞味期限の改ざん、性

定書」の第1約束期間がスタートします。JACO CDM

能・強度の偽装など、不祥事が多発しています。このこ

は地球温暖化対策としてのCDMプロジェクト有効化審

とは、ISO第三者認証制度の信頼性の根幹を揺るがしか

査、検証・認証審査も既に行っており、活用いただきた

ISO20000認証取得とITサービス品質向上… 19

ねない事件であります。真の顧客である国民・社会から

いと思います。また企業の危機管理を考えたBCP（事業

■ 富士電機情報サービス株式会社
情報SI事業部・事業企画部 担当課長 杉浦 賢 様

の目も厳しくなっている反面、期待も大きいのが現状か

継続計画）のISO化や、世界のあらゆる組織に共通する

と思います。ISOマネジメントシステムの審査は、組織

普遍的なSR（社会的責任）を扱ったISO26000の発行も

が提供する商品サービスを全て保証するには限度があり

準備中です。認証機関の役割がいままで以上に重要にな

ますが、社会・国民からはより多くのことを期待されて

ってきます。JACOもこれに応えていきたいと思います。

ISO22000：2005認証取得を振り返って…… 18

います。そして我々はそれに可能な限り応えていく責任
［表紙］青梅・梅岩寺のしだれ桜

があります。

おわりに

（株）日本環境認証機構 審査部 播磨屋 博

所属部署
職
フリガナ

氏

造系から卸売系へ、さらには公共行政やサービス業、中

コンプライアンスのリスク軽減には力量のある第三者の

■ 株式会社博多魚嘉
営業部販売管理課 課長（ISO事務局） 柴田 史夫 様
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してまいります。

超える認証登録になっています。これらは認証登録機関

我が社の環境問題への取り組み………………… 16
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ス・更新審査手順）
」などを開発し、企業の経営に貢献

最近の不祥事の事例をみればみるほど、企業における

■ 山田美術印刷株式会社
常務取締役（環境管理責任者） 林下 研二 様

職

の成熟企業に対応する「ASRP（先進的サーベイラン

在ではISO9001が約50,000件、ISO14001が 20,000件を
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ISOの第三者認証制度がスタートして、20年が経とう
としています。当初、この認証登録制度は大手製造系企

2008年もJACOセミナーをご活用ください …… 14
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スを明確に打ち出す「グローバル統合審査」
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;JACO SEMINAR
会社名

伊藤 信久

新認証システムの適用に伴う審査での変更点 … 8

株式会社日本情報セキュリティ認証機構（JACO-IS） IS認証部長
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代表取締役社長

システム認証部 副部長 齋藤 哲也
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昨年の春、初めてここを訪れたとき、午前中にもかかわらず先客の20名以上の人
たちが思い思いの場所でカメラを構えていました。このお寺には2本のしだれ桜
があり、奥の本堂横の駐車場に面した所に咲いているのが、この桜です。反対側
からは近くに寄れるのですが、枝ぶりがあまり良くなく、今回の側からがその姿が
美しい桜です。新参者の私が他のカメラマンの邪魔にならないように撮った一枚
で、空の青と花のピンクの対比が大変きれいに撮れました。
■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。

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。
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そしてOHSMS、ISO27001、ISO22000へと、ISOの認

このような背景の中で、公平性・力量などの6つの原

証登録機関として実績をあげてきました。昨年度は約

則を明確に打ち出し、より信頼性向上を目指した新たな

4,600社の審査・認証を行っています。一方、ISOの普

認定規格ISO/IEC17021が発行され、JACOは本年1月

及と審査員の育成を目指したセミナー事業も順調に拡大

に移行認定審査の承認を受けました。一方、ISO認証審

させています。

査が進化する中で、適合性審査は当然のこととして企業

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

JACOは1994年11月に設立し、環境ISOから品質へ、

ISO/IEC17021とISO認証の信頼性

今後も、個別の専門性による審査はもちろんのこと、

経営に立脚した有効性審査が求められるようになり、

社会的責任を含む総合的で付加価値のある審査を心がけ

JACOも新しい審査手法としての複数のマネジメントシ

てまいりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたし

ステムを同時に審査する「複合審査」や企業がガバナン

ます。
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消費者・生産者で
「食の安全・安心」共通認識を
｜ISO22000の導入が最善のサポーター｜

全日本コーヒー公正取引協議会

食の安全・安心
コンプライアンス
トレーサビリティ
食品安全

安全

安心

食品事業者

常務理事

消費者

生田 博司 様
コミュニケーション

1．関係者が安全・安心の議論を
昨年は、表示を含めた一連の食品偽装問題が、喧騒

3．日本・欧米の折衷型管理を
｜日本型の良さを忘れず

の中で問題の解決をみないまま終わった感じがしま

しかしながら、わが国に「食の偽和」の概念はみら

す。また今年に入り、中国製輸入ギョウザの農薬汚染

れなかった。戦後、食料資源の少なかった日本では加

による事件が発生しましたが、これは事件性も高く現

工技術開発に取り組み、その結果、急速に食品産業が

時点では論評を避けたいと思います。＊1、2

拡大し、食品も多様になり、品揃えも著しく増えた。

いずれにしても事業者側は安全でおいしい食品を提

しかし、食品安心にとかく配慮が足りず、法的な整備

供しよう、万一にも健康被害が起きないように最善の

も後追いとなってしまっている。昭和50年代から飽

努力をするが、消費者側がどのレベルで安心して受け

食時代となり、食料資源を海外に頼る加工食品依存型

入れるのか、見極められないでいます。

の食生活となり、併せて欧米型の品質管理手法 ＊4
が一方的に導入されるに至った。

2．リスクコミュニケーションが必要
食品は 科学的に予知できる危害 について積極的

しかしながら今、生産者側は、このような時代の変
化とともに失われてしまった日本的プロの職人根性を
取り戻すべきだ。かつて日本には名工・職人がいて、

な排除が望まれるが、食品に絶対の安全はありませ

職人は自信の持てない品は作らない、出荷しないとい

ん。＊3

うプライドを持っていた。そうした商品を消費者は安

消費者の方々がどのような安全を求めているか徹底

心して購入していた。ぜひそのマナーを復活させたい。

的に話し合い、そのうえで対処していくことでしか

欧米のマニュアル社会でのリスク管理の先進性に学

消費者の求める「安心」には到達できません。

び、受入れるべきは受入れ、成熟した日本型品質管理

目を転じて欧米ではどうか。遊牧農業から始った欧

やマネジメントシステムを発展させたいものです。

米の食料調達には時に飢餓に見舞われ、時に恐ろしい

「生産者の見える食品」への回帰期待はもっともな

食中毒の危害に襲われた経験から、食品の偽和防止

がら、現実の食料需給状態では日本の消費者のための

を嚆矢として食品法を構築してきた。また食品の本質

「品質安全保証システム」を完成してお応えするのみ

から説き起こし、世界的食料需給にまで踏み込み食品
論を尽くしてきた歴史があります。今、英国などで食
品安全法が各種施策の確実なテンポを歩んでいるよう
です。
4 ｜｜ JACO NEWS︱MARCH︱2008

農業生産者

ではないでしょうか。

サポートします

ISO22000

4．食品安全・安心への到達のために、
ISO22000の導入
食品安全・安心への到達のためには、何にもまして
①「法令順守」②「食品事業者の社会的責任、企業倫
理の確立」また併せて ③「正しい食育の普及」に要約

'脚注
＊1「最近頻発している致命的な失敗には、作業マニュアルの
完備、生産効率アップの追及があります。マニュアルに
ない無駄な動きを封じるため、担当者が異常に気づくこ
とができていない……」という趣旨を畑村洋太郎教授は
述べています。
＊2「消費期限とか賞味期限とは何かを考えることのほうが重
要ではないか。食中毒を起こしたらとっくに分かる筈だ

されるように思われます。食品事業者は、消費者と連

（これは唐木英明名誉教授も言っています）。英国では期

携・交流を図るとともに、自らの生産管理システムを

限の切れた食品を保存食と考えられていた……。問題を

再確認し、更には経営者と従業員相俟って安全・安心

起こした老舗を弁護するわけではないが、騒ぐ前にこれ

課題にも挑戦していく必要があります。
ISO22000は、これらの実行に最善のサポートがで
きると思われます。JACOグループはこの導入に万全
のお手伝いを約束できると確信しています。

らのことを知って欲しい……」趣旨をなだいなだ博士は
記述しています。
＊3 食品やその原材料に潜む健康リスク要因は、食品衛生法
の「食品の規格・基準」に定められたものだけではない。
食品汚染を狙ったバイオテロは別としても、カビ毒、ウ
イルスなどさらには発ガンリスク要因などについてさら

事業者の方々に、ぜひこのシステムの達成感に浸る

に研究が必要でしょう。GAP、GMP……ISO22000の

喜びを、消費者と産官学ともに食品安心回帰の満足感

最善の努力によりベターな食品を求めていかねばなりま

を噛み締めたい、その道程へ足音の高まりを心から願
っています。

せん。
＊4 米国からはボツリヌス菌対策などでHACCP型の品質チ
ェックシステムが導入され、食品産業に作業のマニュア
ル化が進展しました。対米・対EU 向けの輸出対策でも
あったのですが、日本型QCを蔭に追い込んだ感じは否
めません。
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をお願いしていますが、ご理解がいただけるよう進め

階審査を実施する場合があります。

新認証システムへのJACOの取り組み
営業管理部

カスタマサービスグループ長

宗吉 正則

⑦更新審査の実施時期は、認証の有効期間（3年間）が

ていきます。

終了する前までに再認証が可能となる（是正が必要で

また、書類の電子化のご要望が多く、今回の17021対

あればそれを完了するに十分な）期間を設けることと

応の機会に電子式様式に改めました。

しています。
（関連：ISO/IEC17021、9.4.2.2）

当面、セキュリティーの確保の困難性から、紙ベース

JACOでは、原則として有効期限の2ヵ月前までの受

で提出いただくことを基本にしていますが、電子様式

審をお願いしています。このことは、不適合の是正の

のご要望に対してもその都度ご提供しますので、お急

確認、その証拠の入手が有効期限前の判定委員会まで

ぎの方はご用命ください。

に終了しなければならないこと、また、万一是正がで
お客様のマネジメントシステムに対する規格（ISO9001、

きなかった場合は再認証ができないことから設定しま

ISO14001）が変更になったわけではありませんので、審

した。お客様のマネジメントシステムの変更や業務の

国際規格ISO/IEC 17021（2006年9月15日）および

査の拠り所は変わりません。しかし、組織にとってさら

ご都合も考慮して、有効期限の6ヵ月前からの受審を

新認証システムに基づき、JAB認定シンボルが変更に

JIS Q 17021（2007年7月20日）が発行され、JACOに

に役立つ、広く社会の利害関係者に信頼されるに足る認

可能としています。サーベイランス審査の時期設定は

なります。現在のJAB認定シンボルは2011年5月21日ま

おいても対応した認証システムを構築し、財団法人日本

証業務を求めています。そこで規格要求事項への合致の

変更ありません。従来と同様です。

で使用が可能です。JACOとしては、新JAB認定シンボ

適合性認定協会（JAB）より2008年1月30日に新認証シ

みを確認するような審査ではなく、従来よりJACOが目

⑧審査資料の事前提出部数を1部としています。
（従来2部）

ルを2008年4月より提供を開始します。
（UKASシンボ

ステムへの移行が正式に承認されました。JACOでは

指してきた「有効性の確保」に軸足を置いたものとなり

⑨審査資料の提出について

ル、JACO登録マークは変更ありません）

昨年9月から、認証取得されているお客様および新規の

ます。したがって審査員のみならず認証機関としての力

新認証システムにおける認証機関の取り組みにおいて

お客様に対し、新認証システムの趣旨、認証ガイドの発

量を一層磨き、お客様（認証組織）との間でのコミュニ

は、申請レビュー（審査前のレビュー）が重要視され

.お問い合わせ先

行、新契約書の必要性、登録マークと認定シンボルおよ

ケーションをより密に、正確に、スピーディーに行い、

ており、現地審査を行う前の見積り、審査計画、書類

;Eメールの場合

び登録証等の使用に関するお願いなどに関して、ご連絡

社会の信頼に応えられるものとしていきます。

チェックなどにおいて、十分なレビューを要求されて

①一般的事項

います。このことは、JACOとして従前よりお客様に

②登録マーク関連

新認証システムへの移行について

やご説明をさせていただいてきております。ご連絡担当
者様には、以下の項目をご案内しています。
①第三者認証制度の信頼性向上のために
②環境／品質マネジメントシステム認証ガイド

従来との変更点および相違点

役立つ有効な審査を実施する上で大切な事柄として重
視しているところです。お客様には多少煩わしいこと

JAB認定シンボルの変更

新JAB認定シンボル
（見本）

eigyo17021@jaco.co.jp
logo@jaco.co.jp

;電話の場合

JACO営業管理部 東京：03-5572-1722
関西：06-6345-1731

このような考えから新認証システムでの契約書、認証

③マネジメントシステム認証契約書（雛形）

ガイドを変更しています。

④登録マークと認定シンボルおよび登録証等の使用に関

①環境と品質で同一の内容としています。

ISO友の会 MONTHLY
（情報交流紙）を毎月発行しています

するお願い

②「審査登録」の用語を「認証」に変更しています。

新認証システムへの移行については、既に一部のお客

③要求事項は規格（ISO14001orISO9001）だけでなく、

証を受けたお客様や認証業務契約を

様には新認証システムに基づくご案内、審査を実施して

認証ガイド、登録マーク等ご使用に関するお願いなど

結んでいるお客様を対象に、情報交

環境に関連する法規制の最新トピッ

いますが、全面的な移行は2008年4月より開始します。

認証機関が指定することも含まれます。このことは従

流の場として 1998 年 11 月に設立

クスを労働安全衛生法や消防法、人

「環境に関する法規制の制定・改

来と同じですが、
「用語の定義」の項でより明確にし

し、多くの会員の方々に総会、HP、

体に対して危険・有害な「化学物質

正」に関するご質問、「エコワンポ

ました。またオブザーバ（JAB/UKAS認定審査員等）

研修会などを通してお役立ていただ

等」に関連する制定・改正情報など

イント」への事例のご紹介やご提案

の立会要請を受けた場合には、従来より受入れをご承

いています。

を含めてご提供したいと思います。

などは、友の会事務局メールアドレ

ねらいは何か

「ISO 友の会」は、JACO より認

紹介、③お知らせなどです。
「法規制の制定・改正情報」は、

「ISO友の会」のホームページ
（http://www.jaco.co.jp/09.htm）
でいつでもご覧いただけます。

新認証システムの主眼とするところは、認証行為の信

諾いただいておりますが、今回も同様としています。

さらに、より一層ご利用いただく

「エコワンポイント」は、「ISO 友

ス（tomonokai@jaco.co.jp ）へ

頼性をより一層高めていくことにあります。近年、ISO

④登録証、報告書、登録マークと認定シンボルの所有権

ために情報提供& 情報交流メディア

の会」会員の皆様で実施しておられ

ご一報ください。皆様方からの情報

認証取得企業による不祥事が新聞紙面を賑わすことがあ

はJ A C O に帰属することとしています。（関連：

として「ISO友の会MONTHLY」を

る環境に配慮した具体的な取り組み

提供をお待ちしています。いただい

ります。ISOを取得することが企業の価値を高めている

ISO/IEC17021、8.4.4）

本年1 月に創刊いたしました。会員

事例をご紹介します。会員の「エコ」

たご意見を反映して内容の充実を図

のだろうか、といった疑問の声もあります。企業の社会

⑤認証という行為は認証機関と組織の二者間のみの関係

のマネジメントシステムへの応用・

への取り組みにお役に立てていただ

ってまいります。

的責任がますます重要視される中で、ISOのマネジメン

ではなく、広く社会の利害関係者に対し認証範囲の全

展開や会員相互の情報交換、意見交

き、またそのご報告を「エコワンポ

トシステム規格は、組織および取り巻く社会全般に中長

てにおいて、認証の要求事項に対する適合を証明する

換を目指して役立つ情報を提供する

イント」にご紹介していただくこと

期的な益をもたらす有力なツールとしての信認を今後と

ものです。このことを「責任」の項に入れています。

狙いです。当面の掲載内容は、①環

で情報交流の輪を広げさらに大きく

境に関する法規制の制定・改正の解

していく考えです。

も得ていく必要があります。
新認証システムはこのことを踏まえて、より信頼性の高い
認証業務を認証機関に要求するものです。その内容は、
6 ｜｜ JACO NEWS︱MARCH︱2008

（関連：ISO/IEC17021、序文及び4.4.1）
⑥システム変更サーベイランス審査および更新審査にお

説と一覧、②エコワンポイント事例

「友の会」入会のお申し込みは、

http://www.jaco.co.jp 友の会
「ご入会お申込みコーナー」へ。

「 ISO 友 の 会 MONTHLY 」 は 、

いては、変更点の重要度により審査に先立って第一段
JACO NEWS︱MARCH︱2008 ｜｜ 7
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認します。

新認証システムの適用に伴う
審査での変更点
システム認証部

副部長

齋藤 哲也
6つの原則に照らして判断をすることになります。

はじめに

またISO/IEC17021の序文では、マネジメントシステ

の苦情が絶えない組織は適合状態にあるかどうかを審

（3）更新審査で第一段階審査
（初動審査）
を実施する場合

査で確認し、好ましくない認証状態にある場合は

EMS、QMSいずれの審査でも事前に送付いただく

これを公表することで、認証の信頼性を高めていき

調査書の内容を基に判断します。具体的な例として、

ます。

a）組織で構築されたEMSで、環境に対する負荷の状況

（6）有効性の審査と判定基準

についての総合判定結果がランクアップして 大

有効性の審査については、お客様が定めた手順に基

になる場合、または認証範囲（分野）が加わること

づくマネジメントシステムがその目指す程度を考慮

でQMSが新たに構築される場合。

し、継続的改善や方針との整合性を見てその達成度

b）EMS、QMSが一つのマネジメントシステムに統合

を審査しますが、これは従来のJACOの審査の方向

された場合、 または同時に新たにEMS、 QMSが

性を変えるものではありません。また判定基準が

それぞれ構築された場合（例：統合マニュアルの

EMS/QMS共通になります。適合状態にある場合の

策定）
。

指摘事項は改善の余地だけとなります。また改善の

マネジメントシステム認証機関に対する要求事項を規

ムの認証の意味を改めて明示しています。これは、マネ

定した国際規格ISO/IEC17021は2006年9月15日に発行

ジメントシステムについて規格要求事項への適合を確認

c）EMS、QMSが一つのマネジメントシステムに統合

されました。これに対応し、JIS Q 17021も2007年7月

するだけでなく、お客様の意志と責任に根ざした自覚の

され、同時に新規の認証範囲に拡大してマネジメン

翌年の審査では改善の余地で指摘された事項に関し

20日に制定されました。2008年9月15日までに新認証シ

上に有効に運用されていることを認証機関が第三者に代

トシステムが適用されることを含む場合。

てその後不適合状態にないかどうかは必ず確認します。

ステムへの移行完了が全世界の認証機関に対し要求され

わり確認することが認証の意味であるとしています。こ

従って、弊社営業部門に年度の審査計画を検討され

更新審査では有効期限内に是正の実施状況を確認し

ています。こうしたなか、JACOにおいてもこの新認証

れは取りも直さず第三者認証制度の信頼性を確保すると

る時点でご確認ください。調査書による認証範囲、

なければなりません。従って、最低でも2ヵ月前に審査

システムへの対応にいち早く取り組み、従来の認証シス

いうことを期待したものです。またこのことで、認証を

必要な力量、利害関係者有・無の確認などは、EMS

を実施し、不適合が検出された場合のリスクを低減

テムの見直しを行いました。その結果、2008年1月30日

受けられるお客様とその先の利害関係者、ひいては社会

では従来から実施していましたが、公平な審査を円

していきます。

に認定機関のひとつである財団法人日本適合性認定協会

に、認証が信頼感を与えることが期待されるような制度

滑に実施することを期待して17021対応を機にQMS

を目指したとのことでした。

にも導入した仕組みです。

（JAB）より新認証システム（17021対応マネジメント

審査における具体的な変化点
新認証システム（ISO/IEC17021:2006、
JIS Q 17021:2007）の目指すところ

むすびに

（4）苦情への対応

システム）への移行が正式に承認されました。

お客様としては、EMSやQMSの要求事項が変わった
訳ではないので、従来どおりの審査を受けていただくこ

余地については回答の必要がありません。ただし、

アンケート結果から影響が大きいと思われる内容

JIS Q17021：2007（ISO/IEC 17021：2006）に基

で、認証システムの改善に寄与できることについて

づく新認証システムの適用にあたり、審査における変化

は扱えるようにしました。これは審査へのご意見を

点に対して紹介しました。お客様の望むシステムのアウ

広範に集め反映するプロセスの導入となります。

トプットが、事業や経営の観点から、また利害関係者の

（5）情報の公開に関する伝達

新認証システムの開発を進めたIAF議長によれば、こ

とになりますが、私どもの審査については17021の要求

の新認証システムは、第三者認証制度の信頼性向上のた

事項に従い審査を行います。ただし従来の手順に多少の

認証情報の公開により、認証を取得されたお客様が

し、第三者の視点から認証を通して世の中に代弁します。

めに6つの原則（弊社ホームページ：認証制度の改定に

変化が有ると気づかれるかも知れませんが、前述した通

優位な立場を示す手段として活用できます。また、

マネジメントシステム認証制度に係わる皆様のご理解と

ついて、資料；第三者認証制度の信頼性向上のために参

り、第三者認証制度の信頼性を高める活動の一環とご理

このことは、認証されているにも係わらず消費者から

ご協力を引き続き賜りたく、よろしくお願いいたします。

照）を示すことに大きな意味を持たせたそうです。

解ください。以下に17021要求事項として直接的に審査

ISO/IEC17021の意図するところは、認証機関に対する

に関連する項目について具体的内容を述べます。

要求事項と共に、この原則を重視して認証上のあらゆる

二段階：本審査）
の適用

ネジメントシステム適用状況に対し、第三者認証制度の

JACOでは既にEMSと同様QMSへも二段階審査を導

信頼性を損なう可能性があれば、要求事項に従い、この

入していますので特に変化はありません。
（2）契約書の内容（登録マーク、認定シンボル、登録証、

顧客の満足

利害関係者の満足

報告書等）
に関する確認
マネジメント規格の要求事項には有りませんが、第
三者認証制度の信頼性に係わる項目として、登録マ
ーク、認定シンボルの使用状況、登録証の表示内容、
契約書、報告書の文書管理などの運用状況を審査の

図1 成功の秤
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登録証の構成例
登録証

（1）QMSに対する二段階審査（第一段階：初動審査、第

判断の基礎とするところにあります。従ってお客様のマ

中で確認します。なお審査ガイドの位置づけは契約
書の一部となっていますので、これも審査の中で確

期待に沿うことを審査の中であらゆる証拠を基に確認

付属書（2サイト以上の場合）
【共通記載事項】

見本
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
,UKAS認定シンボルと登録マークを
四角い枠内に表示し、JAB認定シン
ボルを枠の外側に配置
,認定機関が他の認定機関を認証して
いるという誤解を避けるため

図2 認定シンボルと登録マークの使用例

・登録組織名
・主サイト住所
・登録日
・発行日
・有効期限

【登録証のみの事項】
・認定シンボル
（認定済）
・適合規格

【付属書のみの事項】
・登録範囲
・全てのサイト名称
・全てのサイト住所
・全てのサイトの業務内容

図3 登録証の構成概要とその記述の対応
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ITSMSとJACO-ISの取り組み

,ITサービスの品質向上

ているところでは、それらのマネジメントシステムと整

,ITサービス提供の長期的なコストの削減

合（共用）を図られるのも一つの方法と思います。
■ ITサービスは間口が広い

3. ITSMSの認定・認証・教育を巡るスキーム
株式会社日本情報セキュリティ認証機構（JACO-IS） IS認証部長

片山 博
一方、認証規格としては、2000年にITILをベースとし、

1. ITSMSとは

ITサービス業務に関するプロセス要求事項は図2に示し
た通りですが、業務に密接に関連するだけに、実際に有

ITSMSの認定・認証・教育を巡るスキームは、基本的

効に機能するようにしていくにはITサービス業務の内容

にはISMSと同様ですが、一部異なるところもあり、ま

に即してITSMSを構築していく必要があります。例え

た、現時点では認証機関数はまだそれほど多くありませ

ば、センター運用とアプリケーションソフトウェアの維

ん。以下、現況を紹介します。

持・運用では、サービス業務の内容は大きく異なり、そ

■ 認定機関

れに即して、サービス業務に関するプロセス要求事項に

マネジメントプロセス要求事項を付加したBS15000の初版

我が国では、ISMSと同様、JIPDECとJABが認定業

肉付けをしていかないと、単に規格要求事項に反しない

Service

が、2002年に第二版が発表されました。この第二版に基

務を実施しています。また、教育研修期間の認定は、

というだけでは、顧客サービスの向上やサービス品質の

Management System：ITサービスマネジメントシス

づきISO化が検討され、2005年12月にISO/IEC20000-1

ISMSと異なりIRCAが行っています。

向上につながるマネジメントシステムにはなりません。

テム）とは、情報技術サービスを提供する組織がその顧

が誕生し、2007年4月にJIS化されるに至っています。

■ 認証機関

この面では、豊富なベストプラクティスを提供している

客やユーザーに対して費用対効果を踏まえながら、ニー

■ ITIL

ITSMS（ Information

Technology

JIPDECの認定を受けた認証機関は、JACO-ISを

ズに合致したサービスをその品質を改善しながら継続的

ITILとは、簡単に言えば組織のITサービスマネジメント

に提供していくためのマネジメントの仕組み、と言うこ

の実践ガイダンスを記したもので、ITサービスマネジメント

とができます。必ずしも顧客や社外のユーザーへサービ

を統合するための道筋を記述したベストプラクティス集です。

スする組織のみを対象としている訳ではなく、社内シス

■ ITSMSの概要
一方、ITSMS（ISO/IEC20000-1）は認証規格で、認

シングビジネスとして、ハウジングやホスティングなど

証機関はこれに基づいて審査することになります。ISO/

のIDC（Internet Data Center）サービス、アプリケー

IEC20000-1の構成概要を図2に示します。ITILのフレーム

ションサービスの提供、システム運用・維持サービスな

ワークと似ていますが、経営陣の責任など「3．マネジメント

どを行う事業者の認証取得が増加してきています。

システム要求事項」および PDCAサイクルの要求事項

図 1 にITサービスマネジメントの仕組みの規格化の流

「4．サービスマネジメントの計画立案及び導入」が加わ
っているところが異なるポイントです。

れを示します。1989年に英国で政府官公庁の情報シス
テム管理基準（ITIL：IT Infrastructure Library）
としてスタートし、その後、順次充実が図られています。
また、その普及推進団体としてitSMF（it Service

2. ITSMS導入の狙いとメリット
ITSMS導入の主要な狙い・目標としては、次のことが

Management Forum）が1991年に設立され、我が国に

挙げられています。

おいても2003年にitSMF Japanが設立されています。

,ビジネス及びその顧客の現在と将来のニーズに一致し

1989年 CCTA（注2）が英国政府官公庁の情報システム管理基準（ITIL（注1））
を発行

2000年 BSIがBS15000（ITサ−ビスマネジメント規格）発表
2002年 BSIがBS15000（ITサ−ビスマネジメント規格）第二版発行
2003年 itSMF JAPAN 設立

たITサービスの提供

2007年 JIS Q 20000発行
（注1）ITIL（IT Infrastructure Library）
（注2）CCTA（Central Computer＆ Telecommunication Agency）英国中央コンピュ−タ・
電気通信局は2000年に設立されたOGC（Office of Govermennt Commerce）英国
商務省に統合された
（注3）itSMF（IT Service Management）ITILに関するユーザ−フォ−ラム（NPO団体）
（注4）BSI（British Standards Insutitution）英国規格協会
（注5）ISO（International Organization for Standardization）国際標準化機構
IEC（International Electrotechnical Commission）国際電気標準会議

3．マネジメントシステム要求事項
4．サービスマネジメントの計画立案及び導入
5．新規サービス又はサービス変更の計画立案及び導入
6．サービス提供プロセス
6.1 サービスレベル管理（SLM）
6.3 サービス継続及び
6.2 サービスの報告
可用性の管理
6.5 容量・能力管理
6.4 サービスの予算業務
6.6 情報セキュリティ
9．制御プロセス
及び会計業務
管理
9.1 構成管理
9.2 変更管理
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ースとして、審査員自身のITサービス関連のバックグラ
ウンドやITILに関する知識も重要になります。

IRCAが登録業務を実施しています。

4. ITSMS審査状況

6. JACO-ISの取り組み
■ 審査員の育成
JACO-ISの出資会社は IT企業が多く、ITサービスに

JACO-ISは、2007年12月にJIPDECより本認定を受

関連した業務経験を豊富に持つISMS審査員が多数おり、

け、既に1件が登録済み、現在3件が審査中です。また、

この中からITSMS審査員の育成を進めています。現在、

この制度は昨年4月にスタートしましたが、我が国全体

ISMSとITSMSの両資格を待つ審査員は12名に上ってい

では、現時点（2008年2月14日）で28件が登録されてお

ます。また、順次QMSの審査資格を併せ持つ審査員の増

り、これからの伸びが期待されるマネジメントシステム

強も図っていく計画であり、お客様のITSMSを含む複合

の一つとなっています。

審査へのご要望にお応えしていく所存です。

5. ITSMS構築・審査における特性

先般、JACO-ISからISMSの認証取得していただいた
ITサービス関連企業・組織様にはITSMS審査のご案内
をさせていただきましたが、JACOからQMSの認証取得

ISO/IEC20000-1のマネジメントシステムの核となる

をされているITサービス関連企業・組織様にもご案内を

「3．マネジメントシステム要求事項」と「4．サービス

させていただきたいと思っております。お気軽にお問い

マネジメントの計画立案及び導入」は、ISMSの本文要

合わせいただければ幸いです。

求事項と比較すると、感覚的には半分程度のボリューム

■ JACO営業および技術部との連携

になっています。もっともその分、各ITサービス業務に

JACO-ISは、このようなITSMSの特性を踏まえ、JACO

関連したプロセスに関する要求事項を盛り込んでいます。

営業との連携を一層密にし、お客様のお役に立ちたいと

10．リリースプロセス

8．解決プロセス

7．関係プロセス

と言う訳で、経営陣の責任、文書化、教育訓練、PDCA

考えております。また、ITSMSは審査制度がスタートして

10.1 リリース管理
プロセス

8.2 インシデント管理
8.3 問題管理

7.2 顧客関係管理
7.3 供給者管理

のマネジメントサイクルについては、その企業の実態に

から日も浅く、マネジメントシステムの中身や構築運用方法に

即して規格要求事項に肉付けしていく部分が多くなって

ついては、必ずしも理解が広まっているとは言えません。

くると思います。あるいは既にISMSやQMSを導入され

JACO技術部と協力し、この面での啓蒙も進めてまいります。

図2 ISO/IEC 20000-1の構成概要
図1 ITサービスマネジメント規格化の流れ

かどうかを見極めていく力量が必要とされます。そのベ

■ 審査員登録機関

■ シンプルな規格3章4章の要求事項
IT サービスマネジメント規格の章構成

2004年 ISO/IEC（注5）合同委員会JTC1の分化委員会（SC）配下SC7で活動開始
2005年 12月ISO20000発行

IRCAに認定された教育研修機関は、JACOを含めて

審査員についても、そのITSMSが「有効に機能」する

■ QMSおよびISMS取得済みお客様へのアプローチ

1991年 itSMF（注3）設立
1995年 BSI（注4）が実施基準（サービスマネジメントプロセス）
を発行

■ 教育研修機関
3 機関（2008年2月14日現在）あります。

テム部門も対象とする仕組みですが、近年、アウトソー

■ ITサービスマネジメントの仕組み規格化の流れ

含めて6 機関（2008年2月14日現在）あります。

ITILの活用も重要になります。
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進国」間で「排出枠」移転の取引を行う『排出量取引

ることができます。この排出量取引制度を全世界に拡大

（ET）
』の3つです。

京都議定書と温暖化対策の動向

するために、欧州委員会は昨年2007年10月、アメリカ

JACO CDMは、国連から認定された審査機関として

やカナダのいくつかの州との間で国際炭素取引協定に調

『CDM』や『JI』のプロジェクトによる排出削減量の審

印しました。

査を行い、国連の下で取引される排出量の品質を保証す
株式会社JACO CDM

取締役事業推進部長

大塚 芳裕

現在まだ京都議定書を批准していないアメリカでも、

る役割を担っています。また、環境省が主催する『自主

米国気候安全保障法の成立に向けた動きが活発化してき

参加型排出量取引制度』の排出量検証業務を通じて、今

ました。2008年11月の大統領選挙の結果次第で、アメ

後導入が期待される東京都や日本政府の『排出量取引制

リカの姿勢が大きく変わる可能性も報じられています。

度』における第三者審査機関認定申請の準備を進めてい

『美しい星・Cool Earth 50』を提案している日本は、

地球温暖化がますます加速する中、今年2008年から国

「数値目標（排出枠）
」です。アメリカの場合は−8％で

連・気候変動枠組条約締約国会議が1997年に京都で採択

すが、アメリカはこれを嫌い京都議定書を批准しない状

した『京都議定書』の『第1約束期間（5年間）
』が始ま

況が続いています。一方、中国やインド、メキシコ、ブ

りました。地球の温暖化を食い止めるためには、大気中

ラジルなどの「開発途上国」は守るべき「数値目標（排

の二酸化炭素（CO 2）をはじめとする温室効果ガス濃度

出枠）
」を持っていません。京都議定書の発効は世界に

欧州委員会はヨーロッパ全体の排出量削減コストを最

を安定化させなければなりません。昨年2007年6月、当

とって画期的なことですが、今後「開発途上国」による

小化するために、
『京都メカニズム』にリンクする形で

時の安倍総理大臣はG8ハイリゲンダム・サミットで、

増加が見込まれる世界全体の排出量の中で「数値目標

独自の『欧州域内排出量取引制度（EU-ETS）
』運用を

JACO CDMは『Think Global, Act Local』
、志高

日本政府提案『美しい星・Cool Earth 50』の中で

（排出枠）
」を持っている国の排出量削減努力だけでは限

2005年から開始しました。各加盟国内にある大量温室効

く、国内外での地球温室効果ガス排出量審査を通じて地

『2050年までに世界の年間温室効果ガス排出量を現状の

界があります。昨年2007年12月にインドネシア・バリ

果ガス排出事業所にはそれぞれに「排出枠」が割り当て

球温暖化防止のお役に立ってまいります。

半分にする』目標を共有するよう呼びかけました。今年

で開催された第13回国連・気候変動枠組条約締約国会議

られ、努力して「排出枠」以下に排出量を削減した事業

7月には日本で、G8洞爺湖サミットが開催され日本の温

では、
『京都議定書第1約束期間』の後の枠組、いわゆる

所はその余剰枠を「排出枠」が足りない事業所などに売

暖化対策への貢献と指導力が問われます。

ます。

7月のG8洞爺湖サミットで、2013年以降のいわゆる『ポ
スト京都』を視野に入れ、中期的な「日本の排出量削減
の道筋」を示すなど、議長国としての手腕と指導力が問

温暖化対策の動向

われています。環境立国を標榜する日本の存在感が再評
価される絶好の機会です。

今後とも皆様の絶大なるご支援とご協力をお願い申し
上げます。

『ポスト京都』への道筋をつけたバリロードマップが採
シナリオ １
排出量取引開始最速

択されました。

2006年

京都議定書では、
「先進国」は自国内の努力だけでは

京都議定書の仕組みと
JACO CDMの事業

組みとして3つの『京都メカニズム』を使うことができ

京都議定書とJACO CDMの事業である排出量審査と

6月
G８サミット
ハイリゲンダム

主要国会議

ます。即ち、
「先進国」が関与して「開発途上国」にお

の関係を図1で表現しました。

いて排出削減のプロジェクトを実施し、その結果生じた

世界の動き

京都議定書 第１約束期間
2009年
2010年
2011年

2008年

2012年

ポスト京都
2013年〜

11月末 COP12 11月末 COP13 11月末 COP14 11月末 COP15 11月末 COP16 11月末 COP17 11月末 COP18 新しい枠組み？
ケニア
インドネシア
ポーランド
数値目標
？
ナイロビ
バリ
再設定？

国連

「数値目標（排出枠）
」を達成できない場合、補足的な仕

2007年

EU-ETS
第１PHASE

EU

京都議定書の中で、いわゆる「先進国」は地球温室効

排出削減量に見合う「排出枠」を「先進国」に移転でき

果ガス排出量の「数値目標（排出枠）
」が決められてい

る『クリーン開発メカニズム（CDM）
』
、
「先進国」同士

米国

ます。日本の場合は、基準年（1990年）比で−6％が

の間でプロジェクトを実施する『共同実施（JI）
』
、
「先

その他の先進国

？

7月
G８サミット
洞爺湖

6月？
G８サミット

ICAP
国際炭素取引
協定
運用開始？
2007/10/29
調印済

EU-ETS
第２PHASE
米国気候
安全保障法
成立？

11月初
大統領選挙

？

中国・インド

京都議定書

排出量取引

排出削減量検証

プロジェクト
排出削減量審査
先進国

数値目標

開発途上国
日本
基準年比
−6％

図1
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排出削減量
検証・認証

JACO CDM
国連認定審査機関

国連気候変動枠組条約
京都議定書

日本の動き

国内排出量
取引制度

CDM
JI
ET
排
出
枠
︵
割
当
量
︶

京都議定書と排出量審査との関係

法律

地球温暖化対
策推進法／
省エネ改正法

目標達成計画
国民運動

経団連
自主行動計画
クールビズ

1人1日１ｋｇ

エコポイント？
カーボン
オフセット？

試行制度

自主参加型
排出量取引
制度

自主参加型
排出量取引
制度

中小企業
CO2削減

ICAP対応準備？
排出量取引制度法準備？

環境税？

排出量
算定報告書
特定排出者
2005年度実績
基準年比 ＋14％

排出量取引制度運用開始？

？
？

東京都

排
出
量

？

排出量取引制度施行開始？

？

？

CDM/JI
有効化審査・検証審査
プロジェクト審査

JACO CDM GHG排出量
検証
事業

対象
60事業所

対象
60事業所

検証審査中心

削減量検証
環境家計簿
エコポイント検証

その他

図2

？
対象
1,300事業所

対象
13,000事業所

審査員教育研修

地球温暖化防止をめぐる世界の動き・日本の動きとJACO CDMの事業展開シナリオ
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2008年もJACOセミナーを
ご活用ください

ISO20000IT サービス のコース紹介
を特集しています。リスク管理を組織で

IT サービスのセミナーコースとしては
以下のコースを開催しています。

1

確立、展開するために必要な知識・スキ
ル修得ができますのでご活用ください。
また、環境、品質、情報セキュリティ、

ITサービスの現況と課題
2
ITサービスの
外部委託に
おける課題

ITサービスのための
推奨コースと概要

労働安全衛生など、各マネジメントシス

はじめに

社会的責任を全うするには法律を順守

テムに関するセミナーにつきましても、

することは勿論として、リスクをいかに

皆様のニーズに合わせ、豊富にご提供し

昨今、企業の社会的責任が問われてい

管理するかが重要な要素となります。こ

ていますので、ぜひJACO セミナーをご

ます。またこの社会的責任は企業価値評

の点、ISO では順法とリスク管理を組織

利用ください。

価を形成する一つのボトムラインと位置

の運営の仕組みとして規定しています。

づけられています。

今月号では

JACOセミナー詳細情報は『JACOホ
ームページ教育・研修（セミナ−）
』http://
www.jaco.co.jp/seminar/index.htm

ISO22000食品安全

食品安全のための推奨コースと概要
■推奨コースと対象者
①食品安全マネジメントの基礎から
マネジメントシステムの構築を計画される方へ
推奨コース

,実践基礎微生物の管理 1日
,実践食品異物混入の管理 1日
,役立つ食品関連法の解説 1日
,ISO22000でとらえた一般衛生管理と
HACCP 3日
,ISO22000規格解説 1日
,管理手法からのFSMS構築 1日
,内部監査員養成 2日
②既に実施済みの管理手法から
マネジメントシステムの構築を計画される方へ
推奨コース

,ISO22000規格解説 1日
,管理手法からのFSMS構築 1日
,内部監査員養成 2日
③食品安全マネジメントシステム関連
要員の育成を計画される方へ
推奨コース

,実践基礎微生物の管理 1日
,実践食品異物混入の管理 1日
,役立つ食品関連法の解説 1日
,ISO22000でとらえた一般衛生管理と
HACCP 3日
,内部監査員養成 2日
,食品専門知識
（食品微生物学 3日／
食品化学 3日／食品加工学 3日）
④食品安全マネジメントシステム審査員
資格を計画されている方へ
推奨コース

,役立つ食品関連法の解説 1日
,ISO22000でとらえた一般衛生管理と
HACCP 3日
,食品専門知識
（食品微生物学 3日／
食品化学 3日／食品加工学 3日）
,食品安全マネジメントシステム審査員
研修〈2008年度開講予定〉

をご覧ください。

■コース概要
,実践食品微生物の管理 1日
食品製造過程の微生物の特性と防御、除
去方法について事例を交えて解説します。
食品に関する安全性の確保を再点検する

食品安全のために
組織の皆様には、食品の安全・安心の
ためにあるべき姿を日々追及されている

ために、また食品安全に携る方の専門知

ことと思います。このそれぞれのご要望

識を向上するために役立つコースです。

に合わせてセミナーを選択受講できるよ

,実践食品異物混入の管理 1日
異物混入のリスク低減、発生防止のため
の管理方法を事例を交えて解説します。
,役立つ食品関連法の解説 1日
食品衛生法、JAS法を始めとする食品関
連法の要点を判り易く解説します。
受講後は業種・業態に則し、必要となる
法令・条例が特定でき、遵守すべき規準
を紐解けるようになります。
,ISO22000でとらえた一般衛生管理と
HACCP 3日
FSMS審査員登録に必要な専門知識：
HACCPを3日間で習得できます。
,ISO22000規格解説 1日
ISO22000の規格を事例をベースに判り
易く解説します。食品安全マネジメントシ
ステムの構築運用を計画されている方、
審査員を目指す方に役立つコースです。
,管理手法からのFSMS構築 1日
食品安全管理手法を既に導入運用ある
いは計画されている組織の方々にその手
法をベースにしたFSMSの構築方法を解
説します。構築の手順、ポイントの理解
が深まり実践に役立つコースです。
,内部監査員養成 2日
食品安全マネジメントシステムの構築/実
施にあたって有効な内部監査を実施でき
る内部監査員を養成します。
,食品専門知識
（食品微生物学 3日／
食品化学 3日／食品加工学 3日）
FSMS審査員登録に必要な専門知識を
3日間で習得できます。

うにラインアップを整備しました。皆様

,内部監査員養成 2日
内部監査員として、ISO/IEC20000規
格の理解とJISQ19011による内部監
査の学習を行います。内部監査員の
養成を目的としています。
,ITSMS審査員コンバージョン
トレーニングコース 3日
IRCA認定
27001、9001、14001の審査員（補）資
格をお持ちの方が、ITSMSの審査員
資格を取得できます。

,委託者側の「期待してい
た内容や品質のサービ
スが提供されない」という
思い
,提供者側の「約束してい
ない過剰な要求をされる」
という思い

不透明な
コスト構造から
おこる課題

,外部委託の具体的担
当業務にグレーゾーンが
あり、
その水準の認識が
異なる
,問題が発生して初めて
両者が気づく

,適切な水準の合意形成
が難しい
,生産性の向上に伴う技
術変化が激しく、
コスト構
造も変動する

ISO/IEC20000に基づいたITサービスマネジメントの確立
優れたITサービスの
断続的提供
（顧客ニーズ、
ビジネスに適合）

,ITSMS審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日
IRCA認定
初めてITSMS審査員資格取得を目指
す方向けのコースです。

の食品安全への取り組み状況に合わせ、

,顧客が求める事業発展のために、
より
高度なITサービス要求に応える
,ITサービス提供者として顧客ビジネスへ
の継続的改善を提供できる

ITサービス品質の
改善、
向上

,幅広い技術で、顧客サービスを高いレベ
ルで維持することができる
,構造化された事前予防的な最善の業務
敢行（ベストプラクティス）が採用できる

ITサービス提供の
中長期的コスト低減

,ITサービスマネジメントにより、組織が収
益を生み出し、費用対効果を高めること
ができる

推奨コースと概要を参考にしてください。

効果的なITサービスマネジメントの確立により高いレベルの顧客満足度を実現

ITサービスのために
今日のビジネスにおいて、情報システム
は必須の経営資源の一つとなっています。

■2008年度上期

FSMS/ITSMS

セミナー開催予定

コース

IT サービスに携わる方には、より顧客
満足の提供が求められていますが、この

開催場所

実践食品微生物の管理 1日

IT サービスマネジメントシステムを導入
し、事業運営強化にお役立てください。

実践食品異物混入の管理 1日

■ISO/IEC20000 とは

1. ITサービスに特化したマネジメント規
格です。

2. ITIL とISO9000 （マネジメントサイ
クルPDCA を採用）の長所を組み合わ
せて強化し、継続的改善を目指したIT

マ食
ネ品
ジ安
メ全
ン
ト
シ
ス
テ
ム

サービス組織向けの規格です。

3. IT サービス組織全体の透明度の向上

ISO22000の規格解説

2008.1.23 現在

4月

大阪
大阪

役立つ食品関連法の解説 1日

15
16

大阪
東京

審査員資格拡大研修コース 3日
（予定）

東京

28〜30

内部監査員養成コース 2日

東京

7〜8

結果として顧客もその恩恵を受けられ

食品化学 3日

東京

規格要求事項の解説 1日
内部監査員養成コース 2日

東京

30

東京

26〜27

審査員コンバージョントレーニングコース 3日

東京

審査員/主任審査員トレーニングコース 5日

東京

【お問合せ先】

修 機 関 と し て 日 本 で 最 初 に ISO/IEC

E-mail：info-g@jaco.co.jp

29〜10/3

7〜11

審査員研修コース 5日
（予定）

養成が期待されています。JACO は、研

4

4

9

東京

＊都合により、上記開催日程を変更させていただく場合がありますのでご了解ください

3

3

16

大阪

東京

ISO/IEC20000のJIS規格が設定され、

2

14

東京

審査員やコンサルタント、内部監査員の

22
2

15

東京

●ISO/IEC20000研修コース

9月

24

23

食品微生物学 3日

シマ I
スネ T
テジサ
ムメー
ンビ
トス

8月

23

食品加工学 3日

ます。

日
7月

6

大阪

管理手法からのFSMS構築 1日

催

28

22

東京
東京

1日

5月

開
6月

28

東京

で、コントロールのレベルが高まり、

20000のIRCA認定を取得しています。
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,規格解説 1日
規格の学習や入門編としてお勧めしま
す、1日で規格の理解ができます。

3
不透明な
サービス範囲と
水準から
おこる課題

24〜26
4〜5

16〜18
計 画 中
2〜4
18
16〜17
28〜30

23〜25

●（株）日本環境認証機構 技術部
TEL 03-5572-1723 FAX 03-5572-1988
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

2〜6

25〜29

●（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
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CUSTOMER

山田美術印刷株式会社

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

我が社の環境問題への取り組み

認証機関の変更による
QMS活動の活性化
品質管理センター

常務取締役（環境管理責任者）

林下 研二

中西 徹明

様

環境対応はCSR
「山田シール印刷」。当社が昭和 34
年に創業したときの社名です。8 年後

境負荷の少ない生産方法がシール・ラ
ベル業界に要求されるようになってい
ます。
地球環境保全、循環型社会の形成、

所長
様

造などの職能軸が有機的に

▲本社・工場外観

会社概要

そして、平成 17 年には『日本水なし

パナソニック モバイルコミュニケ

いくマトリックス組織体制

印刷協会』
（日本WPA）に加盟し、認

ーションズ（株）は、移動体通信を事

を構築し運用しています。

機能して QCD を完遂して

の昭和 42 年に現社名に変更し、現在

自然と経済成長との調和という社会の

証マークである『バタフライマーク』

業分野として携帯電話及び基地局設備

この組織活動の品質を支

にいたっていますが、業務内容は基本

要請、潮流を背景に、当社では「環境

を取得しました。

を企画・開発・生産し、通信事業者様

える柱となるQMS に関し

的に創業時と変わっていません。シー

に優しいシール・ラベル、環境負荷の

に納入するとともに、エンドユーザー

ては、1996年にISO9001

様に商品を提供しています。

を認証取得し、以来活動を

ル・ラベル印刷が主体です。
しかし、この間、シール・ラベルに
要求される機能、それはシール・ラベ

少ない生産方法の確立は『CSR

この中でも、技術的進化がめまぐる

（企業の社会的責任）である」という

の取り組みを徹底するために、平成

18 年3 月9 日に国際規格の環境マネジ
メントシステム『 ISO14001 』の認
証取得に向けキックオフし、翌19 年3
月 21 日付けで、認証取得しました。
ISO14001 の認証取得にあたり、全

と言っても良いのですが、大きく変わ

具体的には平成 14 年に始まり現在に

りました。

いたっているのですが、次の3 段階に

シール・ラベルが貼られています。生
産者が商品に込めた思いや正確な商品

サーマルリサイクル、水なし印刷な
どの実践を踏まえ、さらに環境問題へ

認識で取り組み始めました。それは、

粧品、薬品などの容器・パッケージに

〈ISO14001：2004〉

（Corporate Social Responsibility）
』

ル業界へのクライアント側からの要求

消費者が日頃、目にする食料品、化

VOICE 2

分けることができます。

3段階で取り組み
〈サーマルリサイクル〉

社的に取り組んだことは、内部監査員
として 12 名が認定されたことにも表

▲登録証を手に脇社長（左）
と中西管理責任者（右）

継続してまいりました。しかしながら、

マンネリ化を打破し、品質改善につな

しく他メーカとの競争も年々激化して

近年、QMS 活動の本来の経営効果が

げた事例の紹介がありました。 弊社

きている携帯電話分野に関しては、お

十分に出ているとは言い難く、日常的

は、ちょうど3 年に一度の更新を控え

客様に常に新鮮・斬新なデザインと最

なQMS の改善活動が無意識の内に停

ていましたので、QMS 活動の再活性

先端技術を駆使した高い付加価値と信

滞しているように感じておりました。

化を目論み、更新審査を機会に審査機

頼性を合わせ持つ商品を次々と提供し

その要因としては、①部門毎の品質

関の変更を検討し、JACO様にお願い

目標設定、②プロセスの監視及び測定、

することにした次第です。JACO様を

③内部監査 等が一部マンネリ・形骸

選択した理由は、関連職種の専門家も

化し、有効性を発揮していなかったこ

充実しており、
「 厳格な 審査を実施

とが挙げられます。

する」機関と伺っていたからです。実

ていかなければなりません。

ISO品質システムと課題
この活動を進めるためには、迅速で

情報を消費者に伝え、購買意欲を高め

シール・ラベルの生産過程で発生す

るのがシール・ラベルの役割です。し

るセパレータ（剥離紙）や抜きカスは、

たがって、これまでのシール・ラベル

従来、産業廃棄物として焼却処分、ま

実績が評価され、
（社）
日本印刷産業連

高効率に実現していく必要があり、当

に要求される機能の第一は『訴求力』

たは埋立処分されていました。それを

合会より『第6 回印刷産業環境優良工

社では通信事業者様ごとに事業責任を

このような中、ある業界機関紙の記

『 RPF （ Refuse Paper&Plastic

場』と認定され、昨年平成 19 年 9 月

持つ事業軸と、企画・設計・開発や製

事で、審査機関の変更によりQMS の

もちろん、訴求力の必要性は現在も

Fuel）』（産業系古紙類と廃プラスチッ

審査手法・審査員について 90% の好

変わりませんが、それにプラスして要

クを原料とした高いカロリーの固形燃

求されるようになっているのが、『環

料）にする、サーマルリサイクル事業

26 日、『同連合会会長賞』を受賞しま
し た 。「『 EMS （ Environmental
Management System）』（環境マネ

境に優しいシール・ラベル』です。ま

（主体：東海北陸シーリング印刷協同

ジメントシステム）の手法を有効に活

の各部門から得ることができました。

た、いずれの業界も同じでしょうが、

組合）に平成 14 年から参加していま

用しつつ、全社員による環境改善を積

一方、企業として費用対効果も考慮し

生産の過程で有害物質を出さない、環

す。

極的に推進し、成果を出している」と

なければなりませんが、その点もリー

いうのが受賞理由です。

ズナブルな見積りをいただき対応して

でした。

〈水なし印刷〉
『水なし印刷』は、高品質印刷とい

▲印刷産業環境優良工場のトロフィー、楯を手に
した林下環境管理責任者
（左）
と山本環境管理
推進リーダー
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われていると自負しています。
これまでの環境問題への取り組み、

確実な情報共有と意思決定プロセスを

認証会社の変更と効果

際の審査に当たっても、職場実態を正
しく把握された上で的確な指摘とコメ
ントをいただきました。
審査後の社内アンケート結果でも、
意回答が得られ、QMS の位置付けと
活動について一定の理解・満足を社内

「ラベルは『生産者と消費者を結ぶ

いただきました。

うメリットがあるだけでなく、有害物

相互信頼のかけ橋』です」

』
（イ
質の『IPA（Isopropyl Alcohol）

シール・ラベルの役割、位置付けを当

ソプロピルアルコール）を排出しない、

社ではこのように考えています。これ

格な審査は QMS の 8 つの原則に立ち

環境に優しい印刷として注目されてい

からも『環境に優しいシール・ラベル』

戻ることができます。原則に照らして

ます。当社では平成6 年にシール・ラ

の提供をとおして、生産者と消費者の

QMS パフォーマンス改善を継続的に

ベル業界でいち早く『水なし間欠UV

間に『相互信頼のかけ橋』をかけ続け

オフセット印刷機』を導入しました。

ていきたいと思います。

サーベランスでは、今後とも引続き
厳格な

審査を期待しています。厳

行なっていくことで真の経営効果が現
▲審査の様子

れるQMSにつなげていく所存です。
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株式会社博多魚嘉

富士電機情報サービス株式会社

ISO22000：2005認証取得を
振り返って

ISO20000認証取得と
ITサービス品質向上

課長（ISO事務局）

営業部販売管理課

柴田 史夫

VOICE 4

情報SI事業部・事業企画部

杉浦 賢

様

発する社会状況の中

会社概要

様

要求に対応するため、自らのサービス

はじめに

で、客観的な安心・安

の価値を明確にし、評価し、その上で

（株）博多魚嘉は、1905 年に蒲鉾製

全のブランドステータ

富士電機情報サービス株式会社（以

造を創業した老舗「魚嘉」の経営権を

ス向上と、前述の会社

下 FIS） は、1994年に富士電機株式

（現：
2005年10月に藤光蒲鉾工業（株）
フジミツ
（株））
が取得し、同年11 月に

設立経緯にみられる

会社の情報サービス機能分離会社とし

「（株）博多魚嘉」として新たに設立し

様々な履歴を持つ社員
▲社屋

の結束力を高める目的

担当課長

それぞれの要求への対応を示す必要が
生じました。
第二はいわゆるJ-SOX 法対応です。

はこだわらない。
という考えで進めました。

構築のすすめかた
各事業所の部門長を集め、部門の実

て設立されました。それぞれの提供す

J-SOX 法は連結決算会社である富士

情と規格要求事項との間の fit/gap 調

るサービスに応じた、「ドキュメント

電機ホールディングス が対象となる

査から始めることで、規格を基に作成

ました（従業員数50 名）。昨年、全国

で、 2006 年 5 月にキックオフいたし

フ直後に原料仕入業者様に対しての説

「オフィスサ
事業部」
「情報SI事業部」

事案ですが、富士電機グループのIT 担

するマニュアルと、現場との齟齬を少

蒲鉾品評会にて水産庁長官賞を受賞し

ました。

明会を実施しましたが、原料仕入業者、

ービス事業部」の3 事業部及び「管理

当会社として、FISはJ-SOX法で求め

なくし、また、業務の進め方の改善す

認証取得まで約 1 年 4 ヶ月の期間を

アウトソース業者、配送業者等の情報

部」で構成しています。事業所は、

られるIT 全般統制を示す必要がありま

べき点を明確にしました。

等を製造販売しております。また、

要しましたが、認証取得できた要因と

集約、管理項目の資料集約など、関連

2006 年 7 月より、レトルトおでん、

して、①食品安全チームメンバーが認

業者様に対する ISO22000 の食品安

つみれのラインを増設し、 博多おで

証取得に向けて強い達成意欲を持ち続

全に対する有効性の説明とFSMS導入

ん

など、博多ならで

けること。特に中核になるべき食品安

に向けての相互協力体制構築も極めて

2003 年に分社化した富士電機各社の
主要な事業所ごとに14か所あります。
このうち、IT サービスを業務とする
「情報SI 事業部門」について、IT サー

はの食文化を発信し、全国の皆様に

全チームリーダーの強いリーダーシッ

重要であると考えます。

『口福（こうふく）
』をお届けすること

プが必要。②食品安全チームメンバー

今回の認証取得に向けての活動を通

を製造現場、品質管理、管理業務（総

して、従業員の日々の業務に対する責

ITSMS ）を構築し、 2007 年 9 月に
JACO-IS殿より、ISO20000に基づ

務・営業）の中から人選し、全社で取

任の明確化や相互コミュニケーション

く認証を受けました。

り組む姿勢と各部門の専門知識を活か

が確立でき、またプライドを持って

せる体制の確立。③勉強会におけるス

日々の業務に邁進できるようになった

当社は、 2007 年 8 月 30 日に ISO

ケジュール管理（教育訓練・規定、記

と確信しています。

22000:2005 の認証を、福岡県企業

録の管理など）。④勉強会の前半期間

で他業種を含め初めて認証取得いたし

は、例えば各部門での朝礼時における

ました。近年、食品業界において賞味

食品安全方針の復唱など、FSMS関連

認証取得を終えた今、本当の意味で

期限の改ざんや原料・産地偽装などお

用語が会社全体の共通言語になるよう

のスタートラインに立ったところだと

第一はIT サービスを客観的に評価す

客様の信頼を大きく損なう事件等が多

に徹底し、食品安全に関わる問題を従

認識しております。今後、当社では中

る必要性です。親会社の分社化により、

業員全体に周知させる。⑤勉

国・韓国等の海外展開を視野に入れて

事業会社ごとに異なってきたサービス

強会の後半期間は、食品安全

おります。国内販売においては、クオ

目標に対する実施計画に基づ

リティ面での差別化を営業戦略のひと

く活動や内部監査などの実務

つとして考えております。そのために

レベルでの検証体制強化。等

も、更なる社内体制強化とFSMS運用

た博多の伝統食品である 博多ちくわ

博多とり鍋

を合言葉に事業展開しております。

ISO22000認証取得までの
取り組み

があげられます。

▲朝礼風景
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今後の展開

の継続的な改善を日々実践し、FSMS

また、原料受入から最終製

運用に裏づけされた透明性のある安

品およびお客様の元に製品が

心・安全な製品をより多く開発し、お

届くまでのフードチェーン各

客様に提供・発信し続けることが当社

段階でのハザード分析や管

の責務であると考え、今後も取り組ん

理、そして当社ではキックオ

でまいります。

ビスマネジメントシステム（以下

ITSMSの位置付け

した。
一方で、各 MS の統合的運用を考

じ修正して利用するとともに、各事業

え、QMS、ISMS、ITSMSを下図の

所・部門の、それぞれの顧客との間の

ように位置付け、併せて、IT サービス

ローカルルールも、規格要求事項に照

の品質向上を目指しました。

らして、不足を補って維持するように

基本的な考え方

プライバシーマークの認証を既に取得

しました。
また、ITSMS で新たに導入された

1.業務は円滑に遂行されている。

概念（例えば、SLAの文書化、構成管

2. 必要な事項はQMS 、ISMS 、その

理データベース、職務分掌の厳格化）

他の決まりで整備されている。

FIS では、 QMS 、 EMS 、 ISMS 、

QMS 、ISMS の規定は、必要に応

3.部門ごと、あるいは顧客ごとに異な
るルールもある。

しています。その上でのITSMS の必

以上の現状認識を踏まえて

要性は次の点にありました。

1.業務手続の大幅な変更はしない。
2.他のマネジメントシステムと整合を
図ってスムーズに導入する。

3.認証取得はスタートと考え、完璧に

などは、現状の手続きを整理しなおす
ことにより構築しました。

構築して
ITSMS は、IT サービスを評価・改
善し、効率化を図るという点で、社内
としては有効であっても、FIS のよう
に、従来からの顧客に継続的にサービ
スを提供する場合、顧客にはメリット

QMS
ITSMS

ISMS

商品の品質を評価・改善するため、全
業務に適用。

が見えにくいのではないかという心配
がありました。
しかしながら、顧客とのSLAの文書

ITサービスについてQMSの「製品実現」
をITSMSで置換える。
I T S M S の 情 報セキュリティ管 理を
ISMSで置換える。

図 ITSMSの位置付け

化を進める過程で、顧客側もまた

ITSMS を研究して有効なSLA にした
いとの提案を受けた例もあり、マネジ
メントシステムやIT 統制などが顧客に
も受入れられ、IT サービスの評価の一
つになりつつあると認識しました。
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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

赤坂
エクセルホテル東急

〒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

交通案内
● 地下鉄

関西営業グループ
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

EMIミュージック・ジャパン

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

堂島ホテル

■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.03-5572-1756

■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

初代 しい えす子 がJACO NEWSを卒業し、新人の しい えす子
になりました。皆様のお手元にこの冊子が届く頃は、花や木が新たな芽を
出し成長する季節です。
CSセンタも新たなメンバーとなり、お客様のお役に少しでも立てるよう成
長していきたいと存じます。引き続きご愛顧願います。
（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。

