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務局までお申し込みくださいますようお願いいたします。

株式会社 日本環境認証機構
JACO NEWS事務局 行き

FAX 03-5572-1756
JACO NEWS送付先変更依頼書
現在の送付先
郵便番号

住

JACOとJACO-ISは合併しました。また、同時に
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ISO 26000 組織の社会的責任に関する国際規格について…… 4

ISO 14005 検査センタ センタ長 宗吉 正則

JACOは、本年 10月 1日をもって株式会社日本情報セキ

具体的な資本提携の内容は、①発効期日：2010年 10月

エンタープライズ複合マネジメントシステムの提案…… 8

ュリティ認証機構
（JACO-IS）と合併し、同時に DNVビジ

1日 ②相互出資：1,000万円の株式を相互取得 ③役員派遣：

審査部 部長

ネス・アシュアランス・ジャパン株式会社※1
（DNV）と資本

非常勤役員を相互に派遣などです。

2 マネジメントシステムへの期待と

営業部 部長

軍司 武夫

田中 裕史

星之内 進

システムの有効性について………………………………… 14
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2 経営品質向上への更なる取り組み………………………… 16
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企画部 主任技師

情報・通信システム社 ITサービス事業部

国松 幸雄 様
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会社名

表紙
備

考

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

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。

JACO-ISは 2002年 4月に設立し、情報セキュリティマ

を図り、
（1）組織のマネジメントの全領域を対象にしたサ

ネジメントシステム
（ISO 27001：ISMS）を中心に 220組

ービス
（アセスメントサービス軸）と
（2）組織を取り巻くサ

織を超えるお客様の審査をしてまいりました。

プライチェーンの全領域を対象にしたサービス
（サプライ

設立当初、JACOの業務領域の環境 ISO（EMS）、品質

（株）日本環境認証機構

財務センタ 岩淵 養子

9月にカリフォルニア州のナパバレーを訪れました。両脇に延々と続くブドウ畑を眺めな
がら、ワイナリー街道といわれるルート2 9 号を数十マイル行ったところにあるお城を模
したワイナリーの2階から撮影した景色です。ワイナリーだけでなく、背の高い木々の
緑が美しかったので両方をカメラに納めたいと思い、シャッターを切りました。
■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。
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チェーン軸）の両軸を完全にカバーする
“真の One Stop
Shopping”を提供します。

とから、別個の認証と予測・判断し、別会社としてスター

これらを達成する手段として、グローバル
（G：Globali-

トしました。しかし、マネジメントシステムとしての共通

zation）
、信頼性
（R：Reliability）
、コミュニケーション
（C：

性が高いことから、昨今のお客様のニーズはEMS・QMS・

Communication）の3つの分野でアライアンスの効果を発

ISMSの組合せの複合審査へとシフトしています。

揮いたします。

また、このような背景の中で、経営面から見ても一体化
のメリットとして、①お客様のニーズに応えるワンストッ
プ審査 ②商品の品揃え ③認定審査の効率化など、経営の
合理化があげられます。
以上のことから、両社は合併することとしました。
なお、ISMSや ITSMSを認証取得済みのお客様の登録

1．海外への展開を志向される組織の皆様に、
「日本起点の
唯一のグローバル認証サービス」を!
（G）
2．経営品質を更に高めようとされる組織の皆様に、
「高信
頼性認証サービス」を!
（R）
3．適合組織とこれから認証取得される組織の皆様に、
「上
質なコミュニケーションサービス」を!
（C）

証などは従来通り有効であり、登録証の書き換えなどは原

株主の構成は、JACO本体の電機・電子10社に5社
（沖電

則として更新審査の機会を通して実施いたしますのでご

気工業㈱、中央三井信託銀行、富士ゼロックス㈱、㈱明光

安心ください。

商会、DNV）が加わり、15社となりました。

また、上記の合併と同時に、グローバル規模で認証活動
を展開している DNVと資本提携を行い、JACOの持つ強
固な国内基盤と DNVの持つ強固な国際基盤、及び両機関
が保有する先進サービスを有機的に結合・強化・発展させ、

ナパバレーにて

今回の資本提携の狙いとして、下図のような領域拡大

さらに上質な認証サービスを提供することにより、マネジ
メントシステム第三者認証制度を活かした日本産業界の
健全な発展に貢献してまいります。
提携の背景として、両社はこれまでに次の2つの分野で
連携し実績を積み上げてきました。
◉グローバルな拠点統合ニーズに対応できるマネジメ
ントシステム審査スキーム
「合同審査」を共同開発し、
認証登録を実施
◉審査員の専門性に関するニーズに対処するため
「審査
の相互請負契約」を締結し、双方の審査に適用

アセスメントサービス軸

力量診断サービスを開始します！
〜経営に役立つ内部監査のために〜… ……………………… 18

ご担当
部署名

提携を行い、資本金を3億5千万円としました。

ISO
（QMS）とISMSは組織の中で担当する部門が異なるこ

5 ISMSから見た複合マネジメント

考

下井 泰典
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株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

朝比奈 保

審査部 副部長

審査部 副部長

ご担当
部署名

JACOとDNVは資本提携しました。

NEWS & REPORT

適用した環境マネジメントシステム審査について…… 10

会社名

また、
同時に

下井 泰典

3 先進的サーベイランス・再認証手順
（ASRP）
を

所

JACOとJACO-ISは合併しました。

;ご挨拶

基盤的リスク
アセスメント

アセスメントに
関わる

セクター規格や
二者監査等の
アセスメント
フルスペック
ISO-MS 認証

JACO

日本

DNV

国内子会社・関連
会社・サプライヤ

海外子会社・関連
会社・サプライヤ

サプライチェーン軸
※ 1：DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社：本社神戸
（DNV 全体では全世界で合計 7 万件を超える組織数を有し、世
界で 3 本の指に入る認証機関）
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ISO 26000
組織の社会的責任に関する
国際規格について
審査部

副部長

ISO 14001、ISO 9001のような強制力のある規格で
はありませんが、日本経団連はこの規格を意識して「企

じわと広がっていくのではないかと期待されています。

業行動憲章」の見直し、改定を行いました。CSR（企
業の社会的責任）
に取り組む組織が、自社の活動を点
検、改善する時のチェックリストに盛り込むなどの普

表 2 社会的責任の中核主題及び課題

及が予想されます。また、海外に事業を展開している

中核主題

会社においては、相手国の事情によっては事業を続け

6.2
組織統治

るための必須要件になる可能性もあるといわれていま

朝比奈 保

ョット使って見ようかという組織が現れ、それがじわ

す。SRI（社会的責任投資）
の評価基準に影響を与える
という可能性を指摘する方もいます。

はじめに

（1）あらゆる種類の組織を対象とした、社会的責任

国際標準化機構
（ISO）
は9月14日、ISO 26000「組
織の社会的責任」
に関する国際規格が加盟各国の投
票で可決され、11月1日に正式発効される予定であ
ることを発表しました。
このISO 2 6 0 0 0 規格について特徴などを解説しま
す。
この規格の特徴を纏めると右のようになります。

に関する世界初の国際規格。
（2）ガイダンス文書（手引書）である。
◉認証、規制、契約のための使用を意図していない。
◉マネジメントシステム規格ではない。
（3）マルチステークホルダー・プロセスによる規格開発。
◉政府、企業、労働、消費者、NGO、その他
有識者からの代表が規格の開発に参加。

規格の構成
ISO/DIS 26000（＊）に掲げられた規格の構成及び内容
を表１に示します。

第６章「社会的責任の中核主題に
関する手引」について
この章で、
「社会的責任」
として組織が考慮すべき点

１
２

３

４

５

６

７

4 

適用範囲

内容及び主題の定義。制限又は除外項目がある場合について記載。

用語、定義及び略語

重要な用語の定義。デューディリジェンス、国際行動規範、持続可能な開発、社会的弱者な
どの用語が定義されている。

社会的責任の理解

社会的責任の進展、性質及び実践に影響している重要な要素、条件について記述。また、社
会的責任の概念について記述。中小規模の組織に対する手引も含まれる。

社会的責任の原則

組織が社会的責任にアプローチし、実践するときの包括的な目標として「持続可能な開発」へ
の貢献を挙げ、この目標を達成するために次の７つの原則を尊重すべきとしている。
（1）
説明責任、（2）
透明性、（3）
倫理的な行動、（4）
ステークホルダーの利害の尊重、（5）
法の支
配の尊重、
（6）
国際行動規範の尊重、
（7）
人権の尊重

社会的責任の認識及び
ステークホルダー
エンゲージメント

社会的責任の 2 つの実践、すなわち組織の社会的責任の認識とステークホルダーの特定及び
ステークホルダーエンゲージメントについて記述。社会的責任の中核主題及び課題、社会的責
任及び組織の影響範囲の課題を認識した上で、組織とステークホルダー、及び社会との関係に
ついての手引が示されている。

社会的責任の中核主題に
関する手引

社会的責任に関連する中核主題及びそれに随伴する課題についての規定。

組織全体に社会的責任を
取り入れるための手引

組織の社会的責任の理解、組織全体への社会的責任の導入、社会的責任に関連のあるコミュニ
ケーション、社会的責任に関する組織の信頼性の向上、進歩の評価及びパフォーマンスの向上、
社会的責任のための自主的なイニシアチブの評価など、組織への展開の手引きが示されている。

付属書Ａ

社会的責任に関する自主的なイニシアチブ及びツールに関する附属書。

参考文献

参照された権威ある国際的な文書及び ISO 規格一覧。
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6.4
労働慣行

が具体的に掲げられています。中核主題として7つを
挙げ、主題によってはさらに数項目の課題が設定され

表 1 ISO 26000の概要

6.3
人権

ています。
（表2参照）
ここでは、
「6.5  環境」
を例に挙げて規格の記載方法

6.5
環境

について解説します。
「6.5 .1  環境の概要」
で、組織と環境、環境と社会的
責任について述べ、
「6.5 .2  原則及び検討事項」
で、環境
責任、予防的アプローチ、環境リスクマネジメント、

6.6
公正な
事業慣行

汚染者負担について述べています。
「 6.5 .2 .2  考慮点」
として、ライフサイクルの考え、環境影響アセスメン
ービスシステムアプローチ、環境にやさしい技術及び
ます。

6.7
消費者課題

「課題1  汚染の予防」
、
「課題2  持続可能な資源の使
護及び自然生息地の回復」
と課題に関する項目が続き、
各課題については「課題の説明」
と「関連する行動及び
期待」
が記述されています。いずれもかなり具体的な

おわりに
規格として正式発行後、組織にどのような受け入れ

6.8
コミュニティ
参画及び開発

題

デューディリジェンス
人権に関する危機的状況
共謀の回避
苦情解決
差別及び社会的弱者
市民的及び政治的権利
経済的、
社会的及び文化的権利
労働における基本的原則及び権利

6.4.3 雇用及び雇用関係
6.4.4 労働条件及び社会的保護
6.4.5 社会対話
6.4.6 労働における安全衛生
6.4.7 職場における人材育成及び訓練
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6

汚染の予防
持続可能な資源の使用
気候変動緩和及び適応
環境保護及び自然生息地の回復

6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6

汚職防止
責任ある政治的関与
公正な競争
バリューチェーンにおける社会的
責任の推進
6.6.7 財産権の尊重

6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.7.7
6.7.8
6.7.9

用」
、
「課題3  気候変動緩和及び適応」
、
「課題4  環境保

内容となっています。

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10

6.7.3

ト、クリーナープロダクション及び環境効率、製品サ
慣行の採用、持続可能な調達・購入を掲げ説明してい

課

公正なマーケティング、事実に即
した偏りのない情報、及び公正
な契約慣行
消費者の安全衛生の保護
持続可能な消費
消費者サービス、支援、並びに
苦情及び紛争の解決
消費者データ保護及びプライバシー
必要不可欠なサービスへのアクセス
教育及び認識

6.8.3 コミュニティ参画
6.8.4 教育及び文化
6.8.5 雇用創出及び技能開発
6.8.6 技術開発及び最新技術の導入
6.8.7 富及び所得の創出
6.8.8 健康
6.8.9 社会的投資

方をされるかは未知数ですが、自社のCSRのチェック
リストとして使う、CSRの具体的な手順として優先
順位を付けて取り込むなどが考えられます。まずはチ

（＊）DIS：Draft International Standard/照会段階にあるISO国際
規格
JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2010 
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ISO 14005の有効活用と
検査センタの取組み
ISO 14005 検査センタ

宗吉 正則

要求項目の80%以上）
を満たせば『合格
証』を発行し、ご希望によりJACOの
Webサ イ ト に 公 表 し ま す。JUMPは

ISO 14001要求事項を
3段階
（HOP、
STEP、
JUMP）
に分割し
無理なくISO 14001に達成可能。

+35

ISO 14001 そのものです。
⑤検査工数は、各段階の要求項目の割合
に抑えています。

57 項目

⑥群検査（マネジメントシステムの基本仕

23 項目

組みに共通部分が多い組織・団体・グ
ってつけです。

ループ企業を一括した検査）
の活用でさ

①EMS導入には資金がない、人がいない、時間もないが、

らに割安な検査が可能です。

地球温暖化をはじめとする環境問題は、世界的な課題

実情に合わせながらEMSを段階的に活用して環境経

であり、日本においても低炭素社会に向けた動きの中

営を進め、取引先等にもアピールし組織の発展を図り

で、環境税の導入や排出権取引制度などが論議されてい

たい。

ます。

②サプライチェーン強化

すでに東京都では「総量削減義務と排出量取引制度」
が

◉グループ会社、供給者にグリーン調達の一環として

導入され、この動きは他自治体にも波及していくことが

環境マネジメントシステム活用を勧めグループ全体

予想されます。また、有害物質、化学物質、廃棄物処理

のパフォーマンスを強化したい。

規制、エネルギー対応などが強化されています。これら
が企業のコスト負担に拍車をかけ競争力に影響が出るも
のと思われます。そのため、環境マネジメントシステム
（ EMS ）
の活用の重要性は高まっています。しかしなが

（ISO 14001）

に比例して短く、検査価格も低い価格

センタ長

1. はじめに

+27

◉EMSが調達条件となっているが、ISO 14001認証は
困難である。
③EMSを導入活用したいが、システム構築方法が分か
らない。

3. ISO 14005の動向

23 項目（必須） 24 項目（必須） 108 項目（必須）
合計要求項目

2010年９月に国際規格発行が予定され

81 項目

108 項目

図1 段階型EMS

ていましたが、9月末現在では、8月末にFDIS（最終国
際規格案）
が発行され、2011年1月に国際規格発行の予
定となっています。
ISO/FDIS 14005 〈環境マネジメントシステム─環

客様対応、お見積り、検査、合格証発行までの一貫した
サービスの提供ができるようにいたしました。本組織を

境パフォーマンス評価を含む段階的適用のための指針

核にしてお客様からのご要望にお応えいたします。なお、

─〉は、以下のような規格構成です。

お客様対応はセンタ長統括の下、各地区
（全国：5ブロッ

1章：適用範囲

ク
（北海道、東日本、北陸、東海、西日本）
のISO 14005

2章：用語及び定義

ブロック長が展開してまいります。

3章：段階的実地プロセス

ら、ISO 14001の導入活用は比較的大規模な組織で進ん

理解が容易で組織にフィットした身近な環境課題か

でいるものの、大多数の中小規模の組織ではリソース
（人

ら取り組めるような最適な研修プログラムを用意して

◉全ての要員の支援、コミットメント、参画の必要性

や資金）
不足から、導入活用が困難となっているのが現状

います。

◉規格の構成内容の紹介
◉EMSのスコープ

です。

46 項目

ISO 14005 検査センタ長：宗吉
センタ員：石井、新野
事務所：日本環境認証機構

東京本社

3階

（TEL03-5572-1722、kensa@jaco.co.jp）

◉段階的実施プロセスの紹介

このような中小規模の組織に対応するため、ISOにお

そのメリットは、世界に通用する環境マネジメントシ

いては2011年1月にISO 14005（環境パフォーマンス評

ステムをスピーディーに・分かり易く・安価でかつ信頼

4章：EMSの段階的適用を開始するためのトップマネジ

ブロック長：北海道

加藤

TEL011-232-1722

価を含む環境マネジメントシステムの段階的適用のため

性の高いものとして導入活用でき環境経営の成果を上げ

メントの支援を確保するための環境関連プロジェ

東日本

竹熊

TEL03-5572-1722

の指針）
が発行される予定です。これはスピーディーに

ていくことができます。また取引先や社会一般に表明・

クトの実施

北

陸

吉村

TEL076-268-9375

より安価に導入活用でき、コンプライアンス、環境問題

アピールし、組織の評価（経営審査点など）
を上げていく

東

海

伊東

TEL052-587-2294

への対応、人材育成など、環境経営のレベルアップを図

ことが可能です。

西日本

内藤

TEL06-6345-1731

より世界的な課題への対応の底辺が拡大し、環境改善推
進に大きく寄与できることが期待されています。

2. ISO 14005の有効活用
ISO 14005準拠段階型環境マネジメントシステム
（以下

2010年1月より他の認証機関に先駆け検査登録業務を
開始いたしました。
環境経営の課題解決を目指すJACOスキームの特徴は

AnnexC :３段階での実施例、AnnexD : EMSプロ

ます。
（コンプライアンス強化とコストダウン）
③段階は、HOP、STEP、JUMP（＝ISO 1 4 0 0 1 ）
の３

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2010

◉EMSの要求事項を段階的に実施するための指針

①有効性が確実にフォローできパフォーマンスが向上し

9001）
を認証取得され、次にEMS（ISO 14001）
の認証取

6 

6章：EMSの開発及び実施
AnnexA : 活動の概要、AnnexB : 5段階での実施例、

② ISO14001 に着実に繋がっていきます。

ンの環境経営を底上げしたい方で以下のような組織にう

要素の構築を段階的に実施するための指針

以下の通りです。

JACOスキーム）
は、比較的小規模の組織でQMS（ ISO
得をお考えの方や、比較的大きな組織でサプライチェー

◉コミュニケーション、資源/役割/責任/権限、能力/
教育・訓練/自覚、記録、文書/管理といった支援

ることができます。その成果を上げつつISO 14001を目
指して、EMSを確立していけます。また、この普及に

5章：EMSの実施と維持を支援するための要素

段階
（図1 段階型EMS）
です。
④HOP、STEPで合格基準（必須項目に適合しかつ合計

ジェクトの実施例、AnnexE : Cross reference table

4. ISO 14005検査センタの取組み
JACOスキームをさらに普及していくため、9月16日
付けにてJACO内組織「ISO 1 4 0 0 5検査センタ」で、お

■研修プログラム（セミナー）お問合せ先：
TEL03-5572-1723、tky-semi＠jaco.co.jp
■セミナーのお申し込みは：
URL

http://www.jaco.co.jp/cgi-bin/seminar/
semilist.cgi?s=1

■検査登録お申し込みは：
URL

https://www.jaco.co.jp/mitsumori.htm

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2010 
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セスを単位に、リスク管理を共通軸として各MSの統合
化を図るというものです。
◉業務プロセスを単位に、リスク管理を共通軸として統合化
◉プロセスはQCフロー図、製造工程表、業務フロー図などを利用する

軍司 武夫

環境
リスク

品質
リスク

労働安全
衛生リスク

情報セキュリティ
リスク

受注・契約プロセス

企業を取り巻く状況
マネジメントシステム（MS）への期待を整理するため

が出ています。

環境
リスク

ます。

とをまとめてみますと、下記のようになると思います。

生産指示

◉事業リスク：品質、環境、情報漏えい、労働災害
◉財務リスク：為替変動、在庫、売掛金回収
◉社会リスク：SOX、公正取引、セクハラ
もう一つは、行政当局の規制やCSRへの要求の高ま
りなどが、コンプライアンスの重要性と、それに違反し
た場合の損失リスクを増大させている点です。このこと
は、経営者の意識にも反映しています。
経営者のGRC（＊）に対する評価
■ GRC強化が優先課題と70 ％の経営者が考えている。
■ GRCコストは年間売上の5 ％に達し、今後も増加す
ると心配している。
■しかし、GRCへの投資がコストダウンに寄与すると
■このため、60％の経営者がGRC を統合したいと考
えている。
（＊）G :ガバナンス（Governance） R :リスク（Risk）

情報セキュリティ
リスク

品質
リスク

労働安全
衛生リスク

②やるからには役に立つMSにしたい。
仕事の流れを
「見える化」
「整流化」
→ビジネスプロセ
スを改革する。

リスク評価がエンタープライズIMSの基本
①基本モデルで示すように、各MSの視点でプロセスの
インプット、アウトプットに着目する。そこから各
MSが対象とするリスクを抽出する。
②このとき、有用なアウトプットだけでなく、不要なア

それならば一緒に
をベースに、リスク管理と社会的責任の視点から個別の
マネジメントシステムをまとめて運用する方法として、
『エンタープライズ複合マネジメントシステム（エンター

③プロセスを共通軸に、複数の視点でリスクや問題点を

◉プロセスのインプット、
アウトプットに着目する
環境、
セキュリティなどの視点でリスク
（問題点、
課題）
を抽出する
◉ここから品質、

それならば一緒に！
リスク管理と
社会的責任の視点から
個別システムをまとめて運用

エンタープライズIMS

視点

インプット

製品
QMS
手順

顧客要求
製品関連法規制
作業指示書

EMS
ISMS

プロセス
▶

リスク

アウトプット

製品
▶
▶ 品質リスク
不適合成品

原材料
廃棄物、副産物
紙、
ゴミ
▶ プロセス ▶
▶ 環境リスク
エネルギー放出
電気 エネルギーの使用
情報
資産

顧客個人情報
▶
作業指示書

▶

営業機密

▶

情報セキュリティ
リスク

EMS

でなく、比較的小さな規模の組織への適用に向いている
ことを示しています。ぜひ活用してみていただきたいと
思います。

エンタープライズIMS審査の前提条件
を統合して管理したい」という意思を持たれているかと
EMS、QMS、ISMSなどの各MS文書はそのままでも
結構です。

エンタープライズIMS審査の考え方
①受審組織に負担をかけない。
◉形式的な前提条件
（統合マニュアル等）
を設定しない。
◉どのような組み合わせの複合システムにでも対応する。
②受審組織の業務変革に貢献。

エンタープライズIMSへの展開
その他
OHS等

これらの特徴は、エンタープライズIMSが大企業だけ

いうことです。これが確認できればOKです。

発掘する。

プライズIMS）
』という考え方を以下に提案させていただ
きます。

エンタープライズIMSのメリット

唯一の前提条件は、経営者がMSの仕組みの中で「GRC

ウトプットにも着目する。

「それならば一緒に」と言うことで、ビジネスプロセス

リスクアセスメント
▲
プロセス

でも複合のマネジメントシステムが構築できる。

環境、品質、情報セキュリティ等、分野毎の視点で
構築されたGRC を融合する。

財務
諸表の
信頼性
リスク

③小さな範囲から大きな範囲まで、どういう組み合わせ

：

①MSの仕組みの中でGRC を統合して管理したい。

KPMG グローバルサーベイ2010/2より

一方で、既に認証取得しているISO 9001やISO 14001

P

情報 労働
内部
事業
環境 品質 セキュリ
安全 …… 継続 …… 統制
リスク リスク ティ
リスク
リスク
リスク リスク

②複数のMS視点で同時に課題を発掘できる。

加工組立

MS への期待

C:コンプライアンス（Compliance）

企業は、あれも、これも対応できない

リスク対応（改善計画）

内部監査など

①経営視点でビジネスプロセスを把握できる。

資材受入

基本モデル

考えている経営者は26 ％だけ。

D
▲

▶ 適用拡大

製造プロセス

マネジメントシステムへの期待

生産計画

点です。

是正・予防・継続的改善

購買管理プロセス

マネジメントシステム（MS）への期待として今までのこ

中で、事業に対するリスクが益々大きくなってきている

▶

エンタープライズ複合マネジメントシステム
ISO認証分野の複合マネジメントシステム

A
▲
C
▲

設計・開発プロセス

に、企業を取り巻く状況についてまとめてみたいと思い
一つは、リーマンショック以降続く厳しい経営環境の

範囲

ISOのMSを活用

審査部 部長

エンタープライズIMSの基本的な考え方は、業務プロ

▶

マネジメントシステムへの期待と
エンタープライズ複合マネジメントシステムの提案

考え方です。

エンタープライズIMSの着眼点

QMS

ISMS

共通マネジメントシステム

今まで説明してきたことをまとめたものが右上の図です。
①プロセスという共通軸でリスクアセスメントを行い、
課題の抽出をします。

◉経営が考慮する必要がある多面的なリスクの視点から審査。
◉「改善の機会」を積極的に提示。

おわりに
今回ご提案した「エンタープライズIMS」は、まだ決

②抽出された課題に対して改善のための計画を立て、そ

まった形のあるものではありません。
「エンタープライ

れを実行し、チェックし、次の活動へ結びつける。

ズIMS」を軸に、組織における改善とJACOの審査が相

い。さらにその上、ISOだけでなく内部統制やJSOXへ

③このPDCAサイクルを、ISOマネジメントシステムを

互に影響し合い、スパイラルアップしていければと考え

の対応も必要だという。
『もう、限界だ！』こういう状況

活用して回していく。これがエンタープライズIMSの

だけでも大変で苦労しているのに、情報セキュリティや
労働安全衛生まで認証を取得しろと言っても手が回らな

8 
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リスク管理

社会的責任

ビジネスプロセス

ています。
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先進的サーベイランス・再認証手順（ASRＰ）
を
適用した環境マネジメントシステム審査について

（2）ASRP適用審査として、組織の内部監査への立会いも
毎年実施します。この場合の内部監査立会いは、直後

直前の更新審査
（内部監査立会いを含む）
の結果をもって再

に実施されるASRP適用審査（ 1年次サーベイランス

評価されます。

審査、2年次サーベイランス審査、更新審査）
の一部

田中 裕史

審査に加えて、パフォーマンス指標に関する見直し協
議および合意を行います。パフォーマンス指標の見直
しに合わせて、パフォーマンス目標についても目標値

このたびJACOは、IAF MD 3：2008『先進的サーベイ

め、今回計画されている組織の内部監査プログラムに基づ

ランス・再認証手順（ ASRP：Advanced Surveillance

き、
マネジメントシステムおよびサイトをサンプリングし、

and Recertification Procedures）
』
を適用した環境マネ

立会いを実施します。内部監査の結果報告書等についても

ジメントシステム審査（EMS対象）
（以下、
「ASRP適用審

資格基準確認の要素として、判断材料に使用されます。

査」
という）
を開始しました。
ASRP適用審査は、一定の期間にわたって環境マネジ
メントシステムが有効に運用されている組織に対して適用

ASRP適用審査前の更新審査においては、通常の審査

されます。ASRP適用審査における審査プログラムでは、

に加えて、パフォーマンス指標に関する協議を経て合意し

組織の内部監査、マネジメントレビューのプロセスにより

ていただき、その際、パフォーマンス目標に関する協議お

大きな
（ただし全面的ではない）
信頼を置くこと、サーベイ

よび合意、またその他の資格基準の確認を実施します。

ランスにて審査対象となる事項を含むこと、組織からの具
体的な設計へのインプットを考慮に入れることなどを織り
込むことになります。
ASRP適用審査のねらいは、証明された実績の記録を

4. ASRP適用判定および審査工数の決定
前項までの結果により、資格基準を確認し、ASRP適
用審査の可否が判定されます。

もっている組織について、その組織が保有している認定さ

適用の場合は認定機関の確認を受けた後、以降の1年次

れたマネジメントシステム認証の完全性を維持すると同時

サーベイランス審査から更新審査までの1サイクルにつ

に、より有効かつ効率的な審査の提供を確実なものとする

いて、ASRP適用審査（内部監査立会いを含む）
実施時期、

ことにあります。

およびASRP適用審査の工数を組織に通知します。

ASRP適用審査のメリットとして次のようなものがあ
げられます。
①さらに有効性を重視した審査への移行が可能となる
②ASRP適用組織としての第三者からの信頼性が高まる
③内部監査のさらなる充実によるマネジメントシステム
活動およびその成果向上、レベルアップにつながる

1. ASRP 適用審査の資格基準
ASRP適用審査にあたっては、
申請時における基準
（表1）

なお、ASRP適用審査工数が通常審査工数の70%を下
あります。

びASRP適用前の更新審査における、付帯条件
（表2）
への

力の検証を含むマネジメントレビューのインプット

合意も含めた資格基準の確認が必要となります。

およびアウトプットの評価

上述したように、組織の内部監査プロセスがJIS Q
19011の指針に従って管理されていることを確認するた
10 
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2

ASRPを利用する直前の認証周期において検出されたすべての不適合は、成功裏に解決されている。

3

組織が該当する法的要求事項の順守を確立しており、上記1.の期間を通して、関連する規制当局により課されたいかなる制裁
もない。

4

内部監査プロセスがJIS Q 19011の指針に従って管理されている。内部監査プロセスは、個別の構成要素の実績に留まらず、
全体として環境マネジメントシステムの評価ができるように、十分に調整し、統合されている。

5

内部監査員の中に、公式審査員資格、又は同等の力量を有する人が1人以上いる。

表 2 ASRP適用審査 付帯条件
1.
1）
2.

ASRP 適用審査前の内部監査への立会いについて
組織の内部監査のプロセスがJIS Q 19011の指針に従って管理されていることを検証するために、ASRP 適用審査前に JACO
が内部監査に立会います。
ASRP 適用審査に関する合意事項
ASRP 適用前に実施する更新審査において、組織の EMS の継続的な有効性を判断するための適切なパフォーマンス指標（※1）
を合意していただきます。
そのパフォーマンス目標（※ 2）を一貫して満足していることを確実にするために、ASRP 適用審査において状況を確認します。

1）

※1：パフォーマンス指標
少なくとも、環境方針、目的及び目標の達成並びに環境側面の関係した該当する法的及びその他の要求事項の順守に対す
る組織の実証された能力に対応しており、継続的改善及び汚染の予防に関する要求事項を織り込んでいる測定の対象となっ
ている特性
※ 2：パフォーマンス目標
EMS の場合、JIS Q 14001で定義されている
“環境目標”と同一と考えられる満足するべき定量的 / 定性的要求事項

2）

ASRP 適用審査において、上記パフォーマンス目標を満足するための組織の能力に低下が見られた場合、審査の範囲、頻度及
び期間を増やすことがあります。

3）

外部の利害関係者及び特に関連する規制当局
（行政など）からの関連するすべてのコミュニケーション情報をJACO が利用でき
ること、及び機密保持契約の中でJACO は情報元に直接確認ができることを合意していただきます。

4）

ASRP 適用審査の一部として、内部監査プロセスの適切性及び有効性を確認するため、組織の内部監査への立会いを実施します。

◉是正処置及び予防処置に関する計画のレビュー、なら
びにその有効な実施の検証

です。

組織の環境マネジメントシステムが、初回審査、サーベイランス及び再認証審査を含む少なくとも1回の完全な認証周期を通して、
適用規格の要求事項に対し実証された適合性の状態にある。

◉内部監査の手順および記録、ならびに内部監査員を含
む内部監査プロセスのレビュー

以上、ASRP適用審査の概要について流れを中心にご

1

◉トップマネジメントおよび管理責任者との面談
◉合意されたパフォーマンス目標を、組織が満足する能

まとめ

表 1 申請時における基準

（1）ASRP適用審査は、組織の状況に応じた効率的な手法
継続して実施します。

には、ASRP適用審査から通常審査に移行します。

環境マネジメントシステムの大きな発展につながれば幸い

4 項で算定されたASRP適用審査工数を含むASRP適

5. ASRP適用審査
により審査を実施しますが、少なくとも、次の活動は

ASRP適用期間中に資格基準を満たさなくなった場合

案内しましたが、このスキームが組織の皆様に活用され、

6. ASRP適用審査の継続

回る場合は、別途認定機関から
「特定の承認」
を得る必要が

に基づいた確認に加え、組織の内部監査への立会い、およ

2. ASRP適用前の内部監査への立会い

の適切性を含めた協議および合意を行います。

3. ASRP適用審査前の更新審査

再評価の結果については4項と同様組織に通知し、以後
は手順に従いASRP適用審査を実施します。

として、審査工数に含まれます。
（ 3）1サイクルの終わりに実施する更新審査においては、

審査部 副部長

用継続の可否は、次回の1年次サーベイランス審査の前に、
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“変革”
を力にお客さまへの
サービス向上に努めます！

お客さま間の技術交流の仲立ちをさせていただくこと
も、認証機関のサービスの一つと考えております。
「こん
な組織の、こんな人と、こんな課題で議論してみたい」
など遠慮なくお申し付けください。

海外への展開を志向されるお客さまに、
「密度の濃い国産唯一の
“真のグローバル認証サービス”
」をご提供！

営業部 部長

星之内 進

急速な円高の進行もあり、組織規模の大小に関係なく
JACOは、2010年10月1日をもって、関係会社である

労働安全衛生リスク等も加えた事業全体のリスクマネジ

海外展開を検討する必要に迫られていることと思います。

㈱日本情報セキュリティ認証機構（ JACO-IS）
と合併し

メントが求められています。JACOは、ISMS営業部門

JACOとDNVは、既にグローバルなサイト統合のニー

ました。併せて同日をもって、DNVビジネス・アシュ

とEMS、QMS等の営業部門を完全融合させ、会社全体

ズに対応できるマネジメントシステム審査スキーム「合同

アランス・ジャパン（株）
と資本提携をいたしました。こ

を対象にしたISOマネジメントシステム統合のような高

審査」
を共同開発し、JABとUKASの認定の下で、複数

の
“変革”
を力にシナジーを発揮して、新生JACOは従来

度なニーズに対しても、
「ニーズにマッチした提案」
と
「ス

のお客さまを認証登録した実績があります。日本本社を

以上にお客さまにとって身近なパートナーとなり、お客

ピード」
を大切にして対応させていただきます。

中核にマネジメントシステムのグローバル統合を目指す

さまと課題を共有し、課題解決のお手伝いをさせていた
だきます。

マネジメントシステムを活用して経営品質を
高めようとされる適合組織の皆様に、
「価値ある審査」をご提供！
環境や品質に関わる政策は、
「適正な水準の規制」
の下
で自主的取組みを活発化させ、進んだ取組みを実践して

お客さまに、
「日本の隅々まで、
日常的に、上質なサービス」をご提供！

▲2010年 ISO友の会 秋の研修会（東京会場）

（ 2）
最新の法令改正情報とのリンク；ISO友の会ホーム
ページでキーワード検索できる
ぜひご活用いただき、ご意見を頂戴できれば幸いです。

組織の皆様に、両機関が一体となったサービスを提供し、

さらに本年度は、次のような情報交流の場を提供させて

「日本語で世界中の審査」
を語ることにより、認証の取得・

いただきました。マネジメントシステムの継続的改善の

維持における本社事務局のご負担の軽減にお役に立って

糸口を見出す場としてぜひご活用ください。

DNVとの連携強化により、JACO・DNV両機関の営

まいります。また、これから海外展開し海外拠点で認証

■課題解決の糸口を見つけていただける総会（春）
と研

業拠点は、札幌、東京、横浜、名古屋、金沢、大阪、神戸、

取得される組織の皆様に、DNVの持つ世界トップレベ

修会
（秋）

広島の8 ヶ所となりました。これら両機関の活動の連携

ルのグローバル展開力を活用し、日本国内で現地の生の

◉春の総会では、三菱総研の小宮山理事長に「課題大

を深めてサービスネットワークの密度を高め、お客さま

情報をご提供します。

とのコミュニケーションを深化してまいります。

いる組織の製品やサービスを社会が選択するという構図

また、両機関の培ってきた教育サービスを活用し、ニ

を描いています。JSOXがインパクトとなり、環境リス

ーズに適った教育サービスを大都市圏ばかりでなく、地

ク、品質リスクだけでなく、情報セキュリティリスクや

方でも提供させていただきます。

国日本」について講演いただき、好評でした。

『ISO友の会』を通じて継続的改善の
お手伝いをさせていただきます。
JACOは、お客さまへの情報の提供やお客さま同士の
相互啓発の場の提供を目的として、ISO友の会を設立し、
運営しております。

◉秋の研修会では、
「エネルギーマネジメントに向けた
EMS現場の取り組み」
、
「業務革新とQMSの相乗効
果」
、
「経営に役立つISMS」
をテーマに活発な議論が
展開されました。
■Best Practiceを具に体験できる国内環境研修
◉パナソニックセンター様、フューチャーエコロジー

2010 年 8 月には、JACO 書籍「すぐ役に立つISO 環境

様、東京ガス様を訪問し、
「エコプロダクツや環境保

法（改訂第7版）
」を発行し、ISO友の会会員様にお届けさ

護に関する最新の取組み」
をご紹介いただきました。

せていただきました。この書籍の特長は以下の通りです。
（ 1）
書籍全文を電子書籍化；全文検索や環境施設、化学
物質等から法令を検索できる

もっとよろこんでいただける
サービスを目指して！
「face to face」のさらなる実践、スピード重視の対応に
励んでまいります。
JACOは現在、4 ,500強のお客さまに認証登録させてい
ただいています。
“ Think Globally! Act Locally”
の精神
で、電子情報の充実や地域での相互啓発の場の提供など、
お客様と一体感を持った活動に取り組んでまいります。

COPYRIGHT(C) JACO 2010 ALL RIGHTS RESERVED,

■ISOの運用についての課題や疑問などがございましたら営業部

1

ISO友の会 “MONTHLY”

12 

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2010

◀JACO書籍
「すぐ役に立つISO環境法」
（改訂 第7版）

門をご活用ください。
営 業 部 ／電話 03 -5572 -1722 FAX 03 -5572 -1733
西日本営業部／電話 06 -6345 -1731 FAX 06 -6345 -1730
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山形ゼロックス株式会社

ISOは当社になくてはならない
ビジネスのパスポートである

ISMSから見た複合マネジメント
システムの有効性について

経営企画室 室長 兼 ソリューション営業部 部長

IS審査部

本田 厚

山口 元之

様

会社紹介
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
におい

（ QMS）
、 業務時間の短縮、紙などの資源の削減

ても品質
（QMS）
や環境
（EMS）
を含めた複合審査の顧客ニ

（ EMS）
、情報の紛失・漏洩の防止（ ISMS）
など、複

ーズが増大しています。複合審査を経験したISMS審査員

合的に改善することが可能です。また、省電力のサー

として、複合マネジメントシステムの有効性について述べ

バや P C などグリーンI Tの導入により、電力使用量

させていただきます。

の削減
（EMS）
も期待できます。

1．業務の観点から

2．
マネジメントの観点から

山形ゼロックス株式会社は、1984

務局を置かず、ISMS、EMS
とも CSR 活動全般が業務の
中 心 で あ る 経 営 企 画 室 が、

年に山形県内において、富士ゼロック

CSR 活動の一環として全社

ス製品の販売と保守を事業活動の中

のマネジメントシステムへの

心として設立されました。現在は、環

融合を図りながら運営してお

境とセキュリティのワンストップソ

ります。特に、2009 年には

リューションを掲げ、IT 全般から ISO

『山形県内の CSR リーディン

認証取得のお手伝いまで幅広く活動

グカンパニーをめざします』

▲県内FS C 認証林での植樹活動

情報セキュリティでは、起こるかもしれない事象（およ

（1）
品質・環境・情報の複数の観点を考慮したリスクを分

しています。ISO 認証は 2002 年 12

という宣言を発表し、あわせ

び関係する情報資産）
について機密性、完全性、可用性の

析し、方針・目標を設定し、それを組織に展開するこ

月 に EMS を 取 得 し、ISMS は 2006

て『私達がお客さまへ発信している情

3つの観点からリスクを認識し評価します。同じように、

とは、有効な改善活動に結びつきます。

年 12 月に本社及び山形営業所で取得

報や、提供している製品・サービスに

築などにつながっています。さらに、

し、今年県内の全営業所への適用範囲

対し、お客さまからいただく共感の総

EMS 取得当時から続いているお客さ

の拡大を目指し活動しています。

量が当社の事業活動の源泉であると

まの ISO 事務局との情報交換会は、多

思っています』というメッセージを発

くの経営層の方々と ISO の話題を通じ

信いたしました。この宣言により、当

て多くの経営課題を共有できる場に

社の CSR 活動全体が共感の総量を上

なり、現在進めている事業継続マネジ

当社の ISO に関する基本的な考え方

げる活動として定義され、営業活動だ

メントシステムのビジネス展開のス

は、ISO は投資であり投資効果をきっ

けでなく、地域交流、貢献活動、リク

タートにもなりました。また、ISO 情

ちり計ること、そして事業活動に有効

ルートなど全ての事業活動が意義あ

報交換会が縁で環境やセキュリティ、

なものでなければならない、というこ

るものとなり、活動の輪を大きく広げ

コンプライアンスなどの分野で新た

各業務について品質・環境・情報の3つの観点からリスク

（２）
品質・環境・情報の３つの観点から内部監査や監視測

や改善点を複合的に検討することは、一方に偏らないでバ

定を行うことは、
現場においては業務は一つですから、

ランスよく改善するために有効です。品質・環境・情報は

合理的であり十分に可能です。監査指摘も全体のバラ

対立的ではなく相互に関連しています。ISMSの観点から

ンスを考慮することになり、監査の視野もひろがりま

具体的に検討してみます。

す。

（ 1 ）ほとんどの業務において情報やデータで仕事が行われ

（３）
マネジメントレビューでは、多面的なリスク対応や経

ています。その意味から情報やデータは本来業務を遂

営戦略・事業戦略の観点から、品質・環境・情報の複

行するうえの必須事項と言えます。情報の取扱いや

数の要素を考慮した経営判断を行うことができます。

処理方法を改善することは、品質やサービスの向上
（QMS）
と密接に関連していると思われます。また業
務の効率化を通して環境（ EMS）
にも良い影響を与え
ます。

3．複合化の課題
（１）
文書上で一つのマネジメントシステムに統合すること
は、品質・環境・情報の規格要求事項が相当異なって

（ 2 ）情報やデータを整理整頓し、分り易く一元管理し、情

いる現状から難しい点があります。受審組織に過度な

報やデータの有効活用と安全確保を図ることは、重複

負担をかけないためにも、形式的な前提条件（統合マ

した紙や電子情報の重複を削減し、業務時間を短縮し

ニュアル等）
に拘らず、経営が考慮する多面的なリス

（ EMS）
、間違いの防止や効率化により製品やサービ

クへの対応や業務改善の観点から統合的なマネジメ

スの品質向上や顧客の信頼や満足の向上（ QMS）
など

当社の ISO 活動について
2001 年の EMS 認証取得活動中の、

製品提供や、教育、規則、手順の構

とからスタートしました。当時は業務

ることにつながり、今年から 5 年間、

なビジネス上の提携企業になった企

目標と EMS の目標を一緒にすること

県と森林所有者と当社の 3 者で絆の森

業もあります。この出会いが、現在、

からはじまり、環境側面の抽出も業務

コンソーシアム協定を結び、県内にあ

環境やセキュリティだけでなく、パン

のムリ、ムダは悪い環境側面、それを

る FSC 認証林で植樹活動を始めてい

デミックや地震対策、労働基準法など

改善すれば良い環境側面であるとい

ます。この植樹活動には当社のお客さ

経営課題に関するテーマを毎回代え

う観点を中心に業務改善に結びつけ

まも参加していただき、ビジネスだけ

て行う事業継続セミナーの講師を務

た活動を行っておりました。現在は事

でなく地域貢献のパートナーとして

めていただけるようになり、セミナー

も協力いただいています。

を連続して開催できるようになりま

ントシステムを検討することも有効と思われます。

した。まさに当社が ISO を取得し、現

と関連してきます。また、環境と機密性のトレードオ

（２）
認証審査機関は規格要求への適合性と有効性を確認す

フの関係になる裏紙の使用禁止やシュレッダー処理

る責務があります。品質・環境・情報の異なる規格要

当社のISO活動の
ビジネスへの展開について

についても、電子化や電子処理による紙出力の削減、

求に対して「業務は一つ、マネジメントは一つ」の事

当社にとって、ISO 活動で得た経

えなかったと思います。まさに、ISO

一元管理による紙の削減など、必ずしもトレードオフ

実を認識し、審査の有効性を確保しながら、審査ツー

験や知識が、有言実行のソリューシ

は当社にとってビジネスのパスポー

の関係だけでありません。

ルや審査手法の共通化と効率化を図り、お客様に役立

ョンとして展開になったものが数多

トそのものです。これからも、ISO を

つ有効な複合審査を目指しています。

くあります。例えば、当社が構築し

通じてお客さまの事業継続のお手伝

た ISMS での技術的なセキュリティの

いを進めていきたいと思います。

（ 3 ）情報システムやネットワーク環境の整備により、製
品やサービス品質･信頼性の向上、顧客満足の向上
14 
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▲ BCMセミナー風景

在まで継続して活動を行っていなけ
れば、今の当社のビジネス展開はあり

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2010 

15

CUSTOMER VOICE 2

CUSTOMER VOICE 3

株式会社オフィスブレイン

株式会社日立製作所

経営品質向上への更なる取り組み

事業継続マネジメントシステム規格
「ＢＳ２５９９９-２」
の認証を取得

代表取締役社長

土屋 正弘

企画部

当社は、1984 年に株式会社内田洋

主任技師

国松 幸雄

様

会社紹介

プロジェクトマネージメント
システム
“PROMISE”

情報・通信システム社 ITサービス事業部

では、2 つのゲート（案件評価会、見

様
社においては会社規則を定め、システ

はじめに

続計画を BCMS 要求事項に合わせて

ム障害回復訓練などを実施してきま

さらに見直し、マネジメントを 1 本化

います。この段階では、ヒアリングシ

株式会社日立製作所 情報・通信シ

した。さらに、IT サービス事業部で

しました。これにより事業継続計画を

積審査会）と着手審査会が設けられて

行（東証 1 部上場）の直系子会社とし

プロジェクトをより成功させるた

ートを基にプロジェクトの目的や成

ステム社の IT サービス事業部は、事

は、情報セキュリティマネジメント

管理するマネジメントシステムの位

て設立されました。東海・北陸地区の

めに開発した PROMISE（Project

果予測を明確化し、全体計画を統合的

業継続マネジメントシステム（BCMS:

システム（ISMS）
「ISO/IEC 27001」

置付けが明確になりました。

お客様に、IT の活用を通じて、経営

management system for impro-

に判断、評価していきます。プロジェ

Business Continuity Management

認証を 2005 年に、IT サービスマネ

（2）BCMS の構築〈図 2 参照〉

の変革や成長をご支援することを企

vement in quality assurance の略

クトの規模により、社長、事業部長、

System）規 格「BS 25999-2：2007」

ジメントシステム（ITSMS）
「ISO/IEC

業理念としております。企画、設計、

語）といったマネージメント手法を新

部長のいずれかが審査し、受注段階で

の認証を株式会社日本情報セキュリ

20000-2」認証を 2008 年に取得し、

ました。構築期間は規格要求事項の調

開発から運用、保守まで、設立以来一

たに導入しました。

の品質を高めることで、プロジェクト

ティ認証機構から 2010 年 8 月 20 日

組織全体で事業継続計画を含めたセ

査・分析を含め、約 10 ケ月でした。

を成功させることに役立っています。

に取得しました。

キュリティやシステム運用の改善を

貫して社内でご提供できる体制を整

この PROMISE は、
商談の提案段階、

BCMS は概ね図 2 の手順で構築し

課題と今後の方向

見積段階からプロジェクトのリスク

この PROMISE は、ISO を推進する

今回認証を取得した IT サービス事

継続的に実施してきました。2010 年

ェア、サービスを追求しております。

管理を行い、受注後、商品の開発から

上でも、誰もが実践できる経営品質向

業部は、データセンタサービス事業や

3 月の JIPDEC の「BS25999-2」適

当社は今後とも、業務アプリケー

お客様への納品、アフターフォローに

上のための“判断枠組み”と言えるで

ネットサービス事業、IT コンサルティ

合性評価制度の正式運用開始を受け、

ションや情報系システムを中心とし

至るまで、製・販を通じた業務プロセ

しょう。この仕組みをうまく活用して

ング事業、IT マネジメント事業などの

「BS25999-2」の内容に合わせて、事

受ける対象は概ね人系、物系、情報系

た最新の ICT（Information Commu-

スを体系化させたマネージメント手

いくことで、個人任せのプロジェクト

IT サービスを提供する事業部門です。

業継続計画のさらなる見直しと改善を

に大別されます。脅威選定評価の結

nication Technology）環境の構築と

法です。
「商談フェーズ」
「プロジェク

対応から脱却し、組織的運営へシフト

行い、今回の認証取得にいたりました。

果、今回対象とした脅威は 5 種（大地

サービスの提供により、お客様の事業

ト計画フェーズ」
「プロジェクト実施

していくための仕組み作りができま

成長を協創できるパートナーとなる

フェーズ」
「評価フェーズ」という 4 段

した。そして、適切な評価軸を活用し

近年、IT システムは社会インフラを

ことを目指しております。

階に分けて、プロジェクトを管理して

ていくことで、プロジェクトを成功に

支える重要な役割を担っており、シス

いきます。

導くことができるようになり、経営品

テム障害が発生した場合、それによっ

ISMS、ITSMS ともに事業継続計画

概ね全ての脅威に対応できるように

質の向上を更に目指してまいります。

て発生する影響がより大きくなり、事

に関する要求事項があり、これらの要

拡大していく予定です。又、今後とも

え、常に品質の高い安定したソフトウ

弊社は、ISO 9001 を平成 11 年 10
月 20 日付けにて認証取得し、更なる
経営品質の向上に取り組んでいます。

品質方針
当社は、
「カスタマーファスト（顧
客第一主義）
」の経営理念の実現に向
けて経営者を中心に全社員が品質マ
ネジメントシステムの推進、改善、改
革活動に取り組んでおります。そして、

それぞれのフェーズで進捗状況を

求事項にあわせて事業継続計画を見

BCMS を含めた国際規格に準拠した

直し、改善を図ってきましたが、今回

高品質、高信頼の IT サービスをお客

ベルに達しているかを総合的に判

施するのに加え、情報 ･ 通信システム

の BCMS 認証取得に向けて、事業継

様に提供してまいります。

断する評価基準が設けられていま

【従来の規則・規格とBCPの関係】

す。

ISMS要求事項

こうした進捗管理の徹底は、と

んが、組織としての総合力を高め

ンの創造を目指していきます。

るために、多角度からプロジェク

会社の規則
事業継続計画
（BCP）

ISMS要求事項

ITSMS要求事項

ITSMS要求事項

B
C
M
S

事業継続計画
（BCP）

図1 BCMSの位置付け

BCMSの
枠組み作成

トを分析・判断し、プロジェクト
を成功に導くことが目的です。

,基準書

例えば、
「商談フェーズ」から「プ
ロジェクト計画フェーズ」の段階

【BCMS導入後の規則・規格とBCPの関係】

会社の規則

プロジェクト成功への“鍵”

た新しいテクノロジー、イノベーショ
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すが、事業継続計画をパターン化し、

日立は従来、全社的に防災訓練を実

締め付けることにもなりかねませ
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（1）BCMS の位置付け〈図1参照〉

業継続計画の重要性が増しています。

し、お客様のニーズ、シーズを吸収し

っています。

タウィルス、新型インフルエンザ）で

可視化し、品質や人件費を含めた

もすると現場で働く営業、SE を

品質マネジメントシステムの核とな

震、IT 障害、情報漏洩、コンピュー

認証取得に向けて

コスト、顧客満足度などが一定レ

お客様との相互関係の重要性を認識

この品質方針の実現こそが、当社の

認証取得の経緯

弊事業部における脅威を洗い出して
みると約 20 種程度あり、又、被害を

▲社屋

業務インパクト
分析
（BIA）
,BIAシート
,委託先評価

リスクアセス
メント
（RA）
,脅威一覧
,RAシート

事業継続戦略
策定
,戦略シート

図2 BCMSの構築手順概要

事業継続計画
（BCP）
作成

内部監査
マネジメント・
レビュー

,事業継続
計画書
（既存の改定、
新規追加）
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SEMINAR

2010 年下期スケジュール

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/ をご覧ください。

コース

育・訓練分野の提言

IN FOR MA TIO N

力量診断サービスを開始します！

3．レポーティング
◉個人の評価、他者との相対評価

〜経営に役立つ内部監査のために〜

◉組織内の部門別評価、他部門との

業への寄与度ということが注目され、マ

◉適合性の確保

1級は実地評価での診断になります。4

ネジメントシステム認証への評価も厳し

◉改善…経費節減・環境経営への参画

級は業種共通ですが、3級および2級は

いものになりつつあります。

◉環境意識の醸成

業種に特化し、より精度の高い力量診断

◉環境リスクの低減（未然防止）

を行います。各級の力量等級や診断基準

個人と組織の総合監査力を把握

は、内部環境監査員の目利き・感性（力量）

◉環境監査員、および組織全体とし

今号では内部環境監査員の力量評価とフ

等については下記の図を参照ください。
結果は後日診断レポートを送付します。
診断レポートにより、個人および組織
の力量を把握し、可視化することが可能

ての定期評価

です。今後の内部環境監査員のスキルア

◉監査力の要素別弱みの特定

ォローアップの仕組みにつなげる「内部

監査技量、知識、法令・規制、マ

ップ計画にお役立てください。

環境監査員 力量診断サービス」につい

ネジメントシステム理解、等

■力量診断サービスのお問合せ先

てご紹介いたします。

e-mail：cmpt@jaco.co.jp

◉教育への動機付けと強化すべき教

診断レポート例

さらにJACOでは、環境、品質、情報

受診結果
（平均点）

セキュリティ、ITサービス、労働安全衛

出題カテゴリー

正解率 全平均

生、食品安全など、皆様のご要望にお応

14001

①環境マネジメントシステム規格の理解

71％

60 ％

19011

②監査ガイドラインの理解

80 ％

60 ％

供しております。次ページに2010年度

63 ％

60 ％

71％

60 ％

下期のセミナースケジュールを掲載しま

環境問題 ③環境問題の概要理解
総合

診断方法

力量等級

えしたさまざまなセミナーコースをご提

実地評価

□ ASRP（注）内部監査員に
要求される知識・スキル
監査員指導者レベル

1級

4級

監査員補レベル

□ ISO 19011 の理解度
□ ISO 14001 の理解度
□ 企業の環境影響の理解

製造業

業種共通

18〜22

15〜19
8〜12

13〜17

1月

17〜21 14〜18
24〜28

基礎コース 2日
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東京
大阪
東京

大阪
仙台

7〜8
18〜19
19〜20

金沢
名古屋 14〜15

1〜2
6〜7
11〜12
7〜8
22〜23 20〜21 24〜25 21〜22
1〜2
2〜3
13〜14 14〜15
15〜16 16〜17 31〜2/1 28〜3/1
14〜15

3〜4 24〜25
10〜11

6〜7
11〜12

3〜4

23〜24

大阪
仙台

22〜23

名古屋

17〜18

10〜11
22〜23
14〜15
28〜29

15〜16

11〜12
4〜5

30〜31

2〜3
7〜8

東京
大阪

25〜27
20〜22

6〜8
8〜10

9〜11
16〜18

東京

26〜27

7〜8

10〜11

大阪 21〜22
名古屋

9〜10

17〜18
24〜25

20

大阪

17
26

仙台
金沢

23

10

ISO 14001: 2004
規格要求事項の
解説コース 1日

仙台
金沢
名古屋

28

25
19

経営者・管理者
コース 半日

環境法と関連
地方条例の
解説 1日

1日コース
【2010年度】 および
環境審査員
5時間コース
CPD
1日コース
ISO 14005 EMS
解説コース 半日
ISO 14005 HOP
コース １日
（全6回）
ISO 14005 STEP
コース １日
（全5回）

13
20
29

大阪
名古屋

25

東京
仙台
金沢

12

26

東京

24
18
28
29

30

27
13

26

23

29
16

16
5
24

4、16

東京

ISO 9001：2008
規格要求事項の
解説コース 2日
ISO 9001：2008
規格の解説
コース 1日

日
1月

2月

2〜4
13〜15
14〜15

1〜2

9〜10

11〜12

6〜7
16〜17

6〜7

7〜8

30〜31

3〜4

24〜25

18〜19

18〜19
3〜4
14
27
28

東京

23〜24

東京
大阪

8〜9

27〜28

25〜26

25〜26
1〜2

東京

8

27

25

7

17
25

金沢

2

東京

21

大阪
東京

7〜8

17〜18

仙台
金沢
大阪
仙台

11

15

2
17

9

23

30
17
10

今だからこそISO QMS継続改善
プロセスアプローチの有効活用 1日

東京
大阪

5

11

東京

25〜29

31〜2/4

審査員コンバージョン
トレーニングコース 3日
内部監査員養成コース 2日

東京
大阪

名古屋
東京

3〜5

東京

22〜24
13〜14

28〜3/1

金沢
東京

12

管理手法からのFSMS構築 1日
役立つ食品関連法の解説 1日

東京
東京

13
14

食品加工学 3日
食品微生物学 3日

東京
東京

食品化学 3日
動物生産（畜産・水産）3日
作物生産（野菜・穀物）3日

東京
東京
東京

【JRCA承認】ISMS審査員
研修コース 5日

東京

【JRCA承認】ISMS審査員
資格拡大研修コース 3日
ISMS内部監査員
養成コース 2日
ISMS構築基礎コース
2日

審査員トレーニング
コース5日
ISO 50001 内部監査員
エネルギー 養成コース2日
マネジメント
構築コース1日
システム
規格要求事項の解説
1日

計 画 中

15〜19

大阪
東京
大阪

17〜21
13〜15
20〜22

東京
大阪
東京
大阪
東京
大阪

12〜13

東京

22

東京
東京

21

東京

8〜9
29〜30
23〜24

9〜10

24〜25 21〜22 24〜25
3〜4
27〜28
28〜29
24〜25

24

18

8〜12

7〜11

東京
東京

24〜26
18〜19

31〜2/1

東京

23

東京

8

大阪
東京
大阪

6〜7

7
13

東京
東京

14〜18
14〜18

14〜15
1〜5

26〜27

8〜9

東京

3

東京

2

（株）
日本環境認証機構 技術部

11

概要、詳細内容、申込などは http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧ください。

22

10

事業継続
マネジメント
内部監査員
システム
養成コース2日

9〜10

大阪
東京
大阪

24

入門および規格
解説コース1日

24〜25

21〜22

大阪

ISMS経営者・管理者
コース 半日
M
S 【JRCA承認】ISMS審査員
1、8、
リフレッシュコース ★新設
18、27
15、24
ISMS審査員CPD 5hr①
2、16、
24
10、23
ISMS審査員CPD 5hr②
（2 回分は 2011年度）
27
審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日
28
審査員コンバージョン
13
ITサービス
トレーニングコース 3日
マネジメント
26
内部監査員
システム
18
養成コース 2日
27〜28
規格要求事項の解説
11〜12
1日
2〜3

14〜15

福岡
東京

大阪
東京

審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日

3月

28〜3/4

QMS
審査員/
CPD④
審査員補
＊＊新設
レベル
CPD⑤
アップ
＊＊新設

24

東京

催

12月

29〜12/3

大阪
仙台
金沢

11月

ISO 22000の規格解説 1日

31

東京
東京

3
17
16

名古屋
福岡

仙台
名古屋
福岡
金沢

28

24
2

東京
7
東京
4
大阪
東京
7〜8
29〜30
大阪 28〜29
内部監査員
養成コース 2日
仙台
9〜10
名古屋
労働安全衛生
東京
25〜26
マネジメント
システム
大阪
構築実務
（OHSMS）
コース 2日
仙台
名古屋
OHSAS 18001：2007
東京
12
規格要求事項の解説 1日 大阪
［OHSMS］
設備安全リスク
東京
マネジメントコース 1日
地球温暖化ガス(GHG)排出量
算定・検証解説コース ２日
地球温暖化対策ダイジェスト入門 １日
（GHG,クレジット,カーボンオフセット）コース

21

25
18

28

東京
大阪
東京

東京
大阪

16

15

福岡
環境側面と環境影響
評価研修コース 1日

22

内部品質監査員レベル
アップコース 1日 ＊新設

CPD③

25
19

実践 内部品質監査員
監査力アップコース１日 ＊新設

ISO 9001 経営者・
管理者コース 半日

名古屋
福岡
東京
大阪

開
10月

名古屋

21

● JACOセミナーは JACO による第三者認証とは直接関係ありません。

18 

【JRCA承認】QMS審査員
資格拡大研修コース 3日
22

【教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座コース
（環境A、B）
があります。
】

（注）ASRP：Advanced Surveillance and Re-assessment Procedure（先進的サーベイランス・再認証手順）

東京

内部品質監査員
養成コース 2日
4〜5
18〜19

開催
場所

【JRCA承認】ISO 9000
審査員研修コース 5日

6
5

名古屋
福岡

東京
入門コース 1日

14〜18
7〜11

21〜23
14

コース

3月

20〜22

福岡
実務コース 3日

2月

仙台

複合マネジメントシステム
構築Q/Eコース 1日

環境負荷大

WEB

監査員レベル

□ 環境側面の抽出力
□ 法令・規制の適用判断力
□ 4 級の内容

環境負荷小

3級

建設業

リーダー監査員レベル

□ パフォーマンス評価力
□ 3 級の内容
□ 4 級の内容

サービス業

集合

2級

内部環境監査員
レベルアップコース 2日

ISO 14005 検査員
1日
ISO 14064 規格解説コース １日

自社業種

12月

福岡

中小規模
組織が
取組み易い

業種区分

11月

東京

すので、ご利用ください。

診断基準・内容

10月

日

情報セキュリティ

自社平均
全平均

大阪
東京

催

食品安全マネジメントシステム

が重要になると考えています。そこで、

大阪

環境マネジメントシステム構築

用して行います。また、2級は集合型、

た形でより活用いただけるようにするに

【CEAR承認】
審査員資格更新
リフレッシュコース 1日

内部環境監査員
養成コース 2日

環境マネジメントシステム

要員の力量評価

2. 監査の力量向上につなげるために、

東京

3級および４級はインターネットを活

ネジメントシステムの有効性・組織の事

テムを組織の事業領域・事業目標に沿っ

【CEAR承認】EMS審査員
資格拡大研修コース 3日

東京

診断サービス概要

1. 組織の経営に寄与する監査のための、

JACO では、環境マネジメントシス

東京
大阪

開

品質マネジメントシステム

力量診断サービスの狙い

昨今、品質はもとより環境などの各マ

【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日

相対評価
◉同業他社、全業種との比較評価

はじめに

開催
場所

【お問合せ先】

E-mail : info-g@jaco.co.jp

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

（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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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の認証取得をご検討のお客様は
■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

〒107-0052

■営業部・西日本営業部

東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

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

山王パークタワー

交通案内
● 地下鉄

銀座線・南北線 溜池山王駅
下車 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

東京
関西
札幌営業所
名古屋営業所
金沢営業所

国際赤坂
ビル
コマツビル

■審査部

〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

審査管理グループ

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
●京阪電車 中之島線 渡辺橋駅下車
徒歩4分

東京三菱UFJ銀行

堂島ホテル
堂島川

阪神高速環状線

京阪電車中之島線
渡辺橋駅

■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 7 階

JR札幌駅

札幌駅

読売新聞

札幌西武

三井生命

交通案内
徒歩 5 分
南北線 札幌駅下車 徒歩 4分

道庁
イチョウ並木

JTB
イチョウ並木

地下鉄南北線

● 地下鉄

みずほ銀行

第一生命

●JR 札幌駅下車

エスタ

南口
アスティ45
毎日新聞

■名古屋営業所

■登録証発行に関することは
営業部

TEL.03-5572-1722 FAX.03-5572- 1733

TEL.03-5572-1723
TEL.06-6345-173 1

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

■苦情やご要望に関することは
CSセンタ

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

徒歩 7分

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

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

●JR 名古屋駅下車

TEL.03-5572- 1 748 FAX.03-5572- 1388
TEL.06-6345-1 732 FAX.06-6345-1 730

審査部（環境審査）
TEL.03-5572- 1 725
審査部（品質審査）
TEL.03-5572- 1 727
TEL.03-5572- 1 725
審査部（複合審査）
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
食品安全審査センタ TEL.03-5572- 1 727
国際審査センタ
TEL.03-5572- 1 725
TEL.03-5572- 1 745
IS 審査部

技術部
技術部（関西）

交通案内

東京
関西

■審査に関することは

● JR東西線

TEL. 011-232-1722
FAX. 011-232-1733

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

■審査日程調整にかかわる事項に関することは

■関西支社（大阪）

交通案内

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

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

TEL.03-5572-1 741

FAX.03-5572-1 756

■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
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

今号から、 しい えす子 に変わり、新人の しい えす男 が編集後記を
担当することになりました。担当して早々、危うく締め切りに間に合わな
い事態に遭遇し、
１０月にOctober 号がお届けできないのでは、
と心配し
ましたが、
執筆者の皆様のご協力により、
何とか予定通りの発行となりホ
ッとしています。新メンバーでスタートしたCSセンタは、今後も今まで以
上にお客様のお役に立てるよう、日々取り組んでいきたいと存じます。
こ
れまでどおりお引き立ての程、
よろしくお願いいたします。
（しい えす男）

駅

沢

金

JR

FAX.03-5572-1 757

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.co.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。

