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

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

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

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

［JACO］

Japan Audit and Certification Organization
for Environment and Quality
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■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■審査部

■関西支社（大阪）
〒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

交通案内
● JR大阪駅下車

徒歩10分
● JR東西線 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

審査部
堂島ホテル

堂島川

京阪電車中之島線
渡辺橋駅

北口
JR札幌駅

札幌駅

毎日新聞

読売新聞

札幌西武

三井生命

みずほ銀行

第一生命

徒歩 5 分
● 地下鉄 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

ISO 14005検査センタ TEL.03-5572-1722

FAX.03-5572- 1733

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

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは

■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

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.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

■登録証発行に関することは

技術部
技術部（関西）

交通案内

FAX.03-5572- 1 73 1

■ ISO 14005検査に関することは

営業部

地下鉄南北線

●JR 札幌駅下車

エスタ

南口
アスティ45

交通案内

●JR 名古屋駅下車

TEL.03-5572- 1 725
TEL.03-5572- 1 727
TEL.06-6345-1732
審査部（関西）
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

阪神高速環状線

■札幌営業所

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

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

■審査に関することは

東京三菱UFJ銀行

〒060-0004
札幌市中央区北4条西 5-1
北海道林業会館 7 階

東京
関西

TEL.03-5572-1 741

FAX.03-5572-1 756

■関連会社へのお問い合わせは

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

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

駅

沢

金

JR

FAX.03-5572-1 757

時折寒の戻りもありますが、例年になく寒さの厳しい冬が終わりを
告げ、満開に咲き誇る桜の花や麗らかな陽気が待ち遠しい今日この頃、
JACO NEWS No.20を無事皆様の元へお届けすることができました。
まだまだ不景気が続く中、CSセンタへ届けられるお客様満足度アン
ケートでは、I S Oを活用してこの厳しい状況を打破しようと、前向きに
取り組んでおられる組織が頻繁に見られます。こんな時こそ、あえて
笑顔を忘れずに、周囲の皆と一緒になって頑張っていきたいものです。

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/

●この印刷物はエコマーク認定の再生紙を使用しています。●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。
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下井 泰典
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審査について………………………………………………… 4
審査部（ 環境 ）参事

近藤 眞範

;NEWS & REPORT
1 お客様とマネジメントシステムの

か？」
「 ISO認証とは何ですか？」
、取得を計画中の組織

テム認証は製品そのものを認証するものではなく、馴染

の方からは、
「ISO認証のメリットは何ですか？」
「どのよ

みも浅く、さらには認証制度についての情報があまり多

うな審査が行なわれるのですか？」
。また、取得された組

く提供されていないこともあり、一般社会の認知度が低

ニーズの高まりとISMS認証の動向… ………………………… 8

織の方からは、
「 ISO認証取得したけれど、効果が…」
「一

いのが現状でしょう。

IS審査部 副部長

般の方々に訴求できないけれど…」などの質問が私ども

これらの現実とこれまでの反省として、マネジメントシステ

に寄せられます。そこで、原点に立ち戻り認証の意図す

ム認証に関して、一般社会への積極的な広報が大切であ

るところと効果・効用について今一度考え、これらを広

るとの認識から、マネジメントシステム認証懇談会（※）で

く一般社会に普及啓発することを提案したいと思います。

は関係機関共同の広報 Webページを本年 1月中旬に開設

誰のために認証を取得するのでしょうか？ 自組織のマ

しました。このページ提供の趣旨は
『一般消費者の方々

ネジメントの強化のため、取引先との取引を有利にする

や取引先企業の経営者を対象として、企業や団体の活動

ため、一般社会への販売・サービス提供を有利にするた

に関する信頼の証である
「マネジメントシステムの認証」

めと、いずれも自社の企業経営に役立たせることが取得

について、理解を深めて頂くことを目的としています』
。

の狙いであるということは明らかであります。

URLは http://www.isms.jipdec.or.jp/publicity/

2 企業活動のグローバル化による情報セキュリティへの
山本 富夫

3 国内排出権取引制度について

─国内クレジット制度を主体として─…………………………………… 9

（株）
日本環境認証機構 西日本営業部 参事

高木 哲

株式会社JACO CDM 事業推進部

部長 田中 辰雄

;TOPICS

中小規模組織を元気にする
ISO 14005がいよいよ始動！… ………………………………… 10
;CUSTOMER VOICE
1 ISOでイノベーションを起こす… ………………………………… 11
清川メッキ工業株式会社
品質保証部

課長 畑中 太郎 様

2 システムエンジニアリング集団が作った品質マネジメントシステム…
『Solution for You』は言行一致から………………………………………… 12
富士ゼロックス株式会社

ソリューション本部 ソリューション技術部 和田 真彦 様

3 社会から信頼される企業であり続けるために

全員参加のISMSの実現へ… ……………………………………… 13

早春の里山の木陰に咲く
「カタクリ」の群生です。
別名“春の妖精”
とも呼ばれ、ゆりの仲間の植物で
す。昔はこの根から
「カタクリ粉」
を作っていましたが、
今はバレイショのデンプンから作られます。
日本でも自然の群生地は数少なくなりましたが、
兵庫県丹波市の里山「清住」にひっそりと咲き、村
人が大切に守っています。３月末から４月初めの２週
間だけ咲き、５月末には葉も枯れ、来年の早春ま
でひっそり眠ります。気むずかしい所もあり、木も
れ日が差して温度が12℃を超えたら花が開きます。
一斉にぱっと咲いた姿は、
ピンクのじゅうたんのよう
です。
■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。

下井 泰典
どの言葉が聞こえてきます。確かに、マネジメントシス

営業部 部長 星之内 進

早春の妖精「カタクリの花」群生

代表取締役社長

一般の方からは、
「企業のマネジメントシステムとは何です

“ 価値 ”を共創します！…………………………………………… 6

表紙

ISO認証の正しい理解･普及と
活用について

株式会社ニチイ学館
コンプライアンス本部 コンプライアンス推進室

室長 一二三 徹 様

;JACO SEMINAR

EMSの総点検とパフォーマンス向上プログラム
〜JACOセミナーをご活用ください〜… ………………………… 14

あかし

でも、前述の
「取得はしたけれど、効果が……」なる疑

index.html です。皆様ご自身で当Webページを活用さ

問を感じた場合には、
「取得の動機が受身になっていない

れることはもちろんですが、ぜひとも皆様方の取引先の

か」
「活動対象が経営事項と遊離していないか」
「取得の

方々にもご紹介いただきたいと思います。

目的が明確になっているか」など、自らがこのマネジメ

さらには、一般社会とのコミュニケーションを通じて

ントシステムをツールとして最大限生かすように運用し

ISO認証に関わる情報を積極的に発信していただくよう

ているかを考えるべきでしょう。同時に効果を計る指標

提案いたします。具体的には、近隣住民と一緒に活動す

についても明確にしておく必要がありますし、金額換算

るとか、定期的に活動成果を広報するとか、住民の意見

できるようにしておくことが費用対効果を把握する上で

を聞く場を設けるとかなどの、積極的なコミュニケーシ

重要となることは言うまでもありません。これにより、

ョンの場を設定していただくのも有効な方法と考えます。

目標到達も効果も明確になり、達成の喜びとともに価値

そして、組織のマネジメントシステムブランドイメー

の大きさによりさらなる向上へとインセンティブが働き、

ジを向上させましょう。

スパイラルアップに繋がります。
もちろん、認証取得の意義は、上述の経営への貢献と
同時に「社会により良い商品・サービスを提供する」
「地
球環境の保全」などの社会への貢献がもう一つの大きな
柱であります。でも、取得組織の方からは「一般の方々
に訴求できない」という声をしばしば耳にします。
訴求しても、
「知らない」
「分からない」
「関心がない」な

※マネジメントシステム認証懇談会とは、ISOマネジメントシステム
の認証制度に関係する以下の団体をメンバーとして、我が国のマ
ネジメントシステム認証の信頼性を確保・向上することを目的と
して活動を行っている委員会です。
公益財団法人日本適合性認定協会（JAB）
、財団法人日本情報処理
開発協会（JIPDEC）
、日本マネジメントシステム認証機関協議会
（JACB）
、マネジメントシステム要員認証機関（JRCA、CEAR、
JFARB）
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Close-up

NEWS & REPORT
NEWS & REPORT

ISO 50001エネルギー
マネジメントシステム
（EnMS）審査について

エネルギー関連施設・設備を新
設・改修等の設計（計画）や調

一般要求事項

4.1

ォーマンス評価を要求してい

4.2

経営層の責任

4.4.1

る。

■省エネ法との相違点

◉再生可能エネルギーなどすべて
のエネルギーを対象。
（ 省エネ法
規格の構成は、表１に示すとおりISO 14001とほぼ

ISO規格化の状況
JACO NEWS No.18（2010年3月号）で、ISO 50001

4.2.1

一般

4.2.2

役割、責任および権限

資源・役割・責任および権限

エネルギー方針

4.2

環境方針

4.4

エネルギー計画

4.3

計画

4.4.1

一般

4.4.2

法的およびその他の要求事項

4.3.2

法的およびその他の要求事項

4.3,1

環境側面

4.3.3

目的・目標および実施計画

4.4.3

エネルギーレビュー

4.4.4

エネルギーベースライン

の熱・電気）

4.4.5

エネルギーパフォーマンス指標

4.4.6

目的・目標および行動計画

同じ条項で構成されています。また、省エネ化・エネ

◉適用範囲・境界、エネルギーパ

ルギー効率向上が要求される点で、省エネ法への対応

フォーマンス基準は組織が設

4.5
4.5.1

一般

4.4.6

運用管理

4.5.2

力量、教育訓練および自覚

4.4.2

力量・教育訓練および自覚

4.5.3

文書類

と類似点がありますが、以下にISO 14001、省エネ法

定。
（ 省エネ法は「判断基準」等

介しておりますが、国際規格最終原案（FDIS）の発行

と対比してISO 50001の特徴を示します。

で規定）

を経て、いよいよ2 0 1 1年7月に国際規格（IS）が発行

◉エネルギーパフォーマンスの成

される予定です。また、10月に発行を目標としてJIS化

■ISO14001との相違点（表1の色帯部分）

果・行動計画の成果の検証、内

の作業も進められています。

◉経営者の責務を細かく規定し、その関与を求めてい

部監査の仕組みあり。

る。
（ 省エネ法で、エネルギー管理統括者に役員クラ

規格の特徴および概要

スの選任を求めているのと類似）
◉マネジメント対象の特定

ISO 50001の導入メリットを表
2に示します。

実施および運用

文書要求事項

4.4.4

文書類

文書管理

4.4.5

文書管理

4.5.4

運用管理

4.4.6

運用管理

4.5.5

コミュニケーション

4.4.3

コミュニケーション

4.5.6

設計

4.5.7

エネルギーサービス､製品、機器
およびエネルギーの調達

して、電力の使用、燃料の消費等のエネルギー使用を

しい環境側面を特定するのに対し、図１に示すエネ

特定しています。ISO 50001 EnMSは、エネルギーに

ルギーレビューにより著しいエネルギー使用を特定

他のＭＳ認証取得組織では、既

特化した規格で、エネルギーパフォーマンス自体の継

している。また、パフォーマンス改善の評価基準と

存システムの枠組みを使用し、

続的改善の他、エネルギー使用の評価・検証に関する

してエネルギーベースライン、エネルギーパフォー

EnMS対応にアレンジまたは追加

要求事項を実行することで、エネルギー効率向上や省

マンス指標を適用する。

することにより比較的少ない負担
でEnMSを構築することができ

4.7

◉設計・調達に関する要求事項

4.4

4.5.3.2

ISO1 4 0 0 1が環境影響評価から環境側面を抽出し著

EnMS構築に関して

実施および運用

4.5.3.1

証取得しているほとんどの組織は、著しい環境側面と

エネにより有効で確実な成果が期待されます。

一般要求事項

4.3

は化石燃料および化石燃料起源

エネルギーマネジメントシステム規格化の動向をご紹

ISO 1 4 0 0 1環境マネジメントシステム
（EMS）を認

ISO14001: 2004 要求事項

4.1

ネ法は一定規模以上の事業者）

近藤 眞範

ISO/DIS 50001要求事項

達を行う場合のエネルギーパフ

◉すべての組織に適用可能。
（ 省エ
審査部（環境）参事

表1 ISO/DIS 50001（EnMS）
とISO 14001（EMS）
の構成比較

4.6

パフォーマンスの点検

4.5

点検

4.6.1

監視、測定および分析

4.5.1

監視・測定

4.6.2

法的その他要求事項の順守評価

4.5.2

順守評価

4.6.3

EnMS の内部監査

4.5.5

内部監査

4.6.4

不適合、
是正、
是正処置・予防処置

4.5.3

不適合、是正処置・予防処置

4.6.5

記録の管理

4.5.4

記録の管理

マネジメントレビュー

4.6

マネジメントレビュー

ます。特にISO14001認証取得の
インプット
エネルギー使用データ
（検針、伝票等）
関連情報・データ
（生産量、気象条件、
施設 / 設備仕様、
ベンチマーク他）

エネルギーレビュー
a）エネルギー使用・消費の分析

アウトプット
エネルギーベースライン
エネルギーパフォーマンス指標
目的・目標
行動計画

内部監査員養成コース、審査員研修コースを設定して

じであり、既存のシステムの活用で効率よくEnMS

おります。

の構築が図れます。
また、省エネ法の適用対象の組織においては、定期
報告書の作成用データや運用管理における管理標準
等、EnMSで必要なリソースを有効に活用することが
できます。

b）著しいエネルギー使用・消費の
領域の特定

c）エネルギーパフォーマンス
改善の機会の特定

組織では、上記に述べたとおり、規格の構成がほぼ同

「著しいエネルギー使用」
は、
①多量のエネルギー消費
②エネルギーパフォーマンス
改善の可能性が大きい
エネルギーの使い方を示す

JACOの対応
審査につきましては、FDIS段階からEnMS単独お
よびEMSとの複合審査の提供を開始致します。正式
に国際規格が発行された段階で、他のMSも合わせた
複合審査を展開してまいります。研修につきましては、

図１ エネルギーレビューの概念
4 
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11年度4月から、規格解説コース、EnMS構築コース、

ISO 50001は、省エネ活動を体系的に取り組むため
のツールとして、業種・業態・規模を問わず多くの組
織で導入されることを推奨いたします。
表 2 ISO 50001 導入のメリット
●エネルギー効率を改善（コスト削減）
●エネルギー消費資産の有効活用（費用効率改善）
●温暖化ガス排出削減、排出量取引に関する枠組み（情
報管理）
●新しい高効率エネルギー技術適用の評価・優先順位付け
●サプライチェーン全体のエネルギー効率化促進の枠組
み提供
●エネルギー効率に関するサービス市場の拡大
●コンプライアンスの確実性
JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2011 
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NEWS & REPORT 1

お客様とマネジメントシステムの
“ 価値 ”
を共創します！

いずれも欧米発の動きであるため、日本企業の対応が

ケート時、次回審査のご案内時、お見積り時、審査チー

グローバル競争の中で遅れをとることが危惧されます。

ムの決定過程等の機会に、お悩みやご質問、ご要望をお

JACOはDNVとの連携シナジーを最大限に発揮し、
（1）

寄せください。誠意とスピードをモットーに対応させて

SCMに係る最新情報の発信、
（2）海外での先進的な取り

いただきます。

組みに関する生の事例の紹介、
（ 3）マネジメントシステム
を構成する
“人々”に対する教育、
（ 4）
セルフアセスメント

営業部 部長

星之内 進

のサポート、
（ 5）マネジメントシステムの有効な審査、等

マネジメントシステムを活用して事業を力強く推進さ

持って扱われていること、労働環境が安全であること、

れるお客様と課題を共有し、マネジメントシステムの価

環境負荷に対して責任を持っていることを確実にするた

値をお客様と共創すること、これこそJACOの創業理念

めの基準を制定し、調達先がこの基準に適合することを

であり、厳しい経済環境の今こそ、その真価が問われて

求めています
（図1）
。

いると考えています。

基準への適合とともに継続的改善を担保するマネジメ

リーマンショック以降の景気後退は一過性のものでは

ントシステムの構築・運用を求めています。これらの業

の様々な場面でお客様のお悩みに対応させていただきま

JACOは、お客様への情報の提供やお客様同士の相互

す。なんなりとJACO営業部門にお問いかけください。

啓発の場の提供を目的として、ISO友の会を設立し、運

「 密度の濃い国産唯一の“ 真のグローバル
認証サービス”
」に加えて、DNVと連携して
セクター規格との複合マネジメント
システム審査も提供してまいります！
組織規模の大小を問わず海外展開が経営課題の一つ

なく、長期的な様相を呈しています。2 0 1 1年度を迎える

界で優良な調達先として勝ち残るために、ISO 14001、

となってきています。JACOとDNVは、グローバル

今、新たな規制や業界固有の管理強化が動き始めていま

ISO 9001、OHSAS 18000 等のマネジメントシステムを、

なサイト統合のニーズにマッチした認証登録をJABと

す。組織には
“smart”
な対応が求められます。JACOは、

有効に運用することが今まで以上に求められます。

UKASの認定の下で積極的に進めてきており、既に多

従来以上にお客様にとって身近なパートナーとなり、課
題解決のお手伝いをさせていただきます。

急速に進む“SCM”
の奔流の下で、
先駆けて対応されようとされる先進的な
適合組織の皆様に、
「 価値ある情報や
サービス」を提供してまいります！

（2）食品飲料業界の新しい認証スキーム
（FSSC 22000：

数の実績があります。これからも、日本本社を中核にし

品製造業者のための新しい認証スキームです（図2）
。

まいります。

日本においても、食品・飲料大手や流通大手が、主要

用し、日本国内で現地の生の情報をご提供します。

な納入先に対してFSSCを早急に構築・運用し、期限付

また、TSやASといったセクター規格の審査につい

きで認証を取得することを求め始めており、食品飲料分

ても、認定を受けているDNVと連携し、セクター規格

野の製造業者にとって避けて通れない課題となりつつあ

の審査とISOマネジメントシステムの審査を融合させて

ります。

受けていただくといったサービスを提供してまいります
ので、ご要望をお聞かせください。

業界の統一基準
1. シンプル
2. 効率的
3. 業界内で幅広く
活用が可能

マネジメント
システム
安全衛生

危険に対する評価及び管理

四側面＋マネジメント
システムにより持続可能な
労働環境を目指す

倫理
高い倫理基準の維持

図 1 EICCの枠組み
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■課題解決の糸口を見つけていただける総会（春）と研

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

す。DNVの世界トップレベルのグローバル展開力を活

環境保全

を発行し、ISO友の会会員様へ配布

PAS 2 2 0 ：2 0 0 8を統合したリスク管理スキームで、食

体で認証の動きが広まると予想されています。

労働

■JACO書籍「すぐ役に立つISO環境法（改訂第7版）
」

本語で世界中の審査」を語ることにより、認証の取得・

る最新情報が入りにくいという点が悩みの一つと思いま

地球環境への配慮

ちなみに、2010年度は以下の活動を行いました。

製造業向けの「食品安全に関する前提条件プログラム」

ームとして承認しました。これによりフードチェーン全

従業員に対する尊厳と敬意

たサービスを企画してまいります。

◉春の総会では、三菱総研小宮山理事長に「課題先進

ント（SCM）が、大規模組織と取引のある多くの組織に

ライチェーン（調達先）において労働者が敬意と尊厳を

望にお応えして、法規制の変更情報に関する更に充実し

の皆様に、両機関が一体となったサービスを提供し、
「日

織にとって、前述のSCMや候補地の規制、慣行に関す

グローバルに事業展開している電子機器業界は、サプ

ぜひご参加ください。また、本年度はお客様の強いご要

FSSC 22000は、食品安全国際規格ISO 22000と食品

Safety Initiative）が2 0 1 0年2月に食品安全の認証スキ

      Industry Code of Conduct）

催します。JACOのお客様すべてにご案内しております。

修会（秋）を開催

大規模組織による新たなサプライチェーン・マネジメ

（1）電子業界行動規範（EICC：The Electronic

2011年度春の総会を2011年4月8日に経団連会館で開

てマネジメントシステムのグローバル統合を目指す組織

グローバル展開を考慮される組織、特に中小規模の組

的な動きをご紹介します。

営しております。

   食品製造業向けの食品安全マネジメントシステム）

食品安全分野で権威のあるGFSI（ The Global Food

「経営品質の革新」を求めようとしています。2つの典型

『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！

ISO 22000
食品安全
マネジメントシステム

＋

PAS 220：2008

FSSC 22000
◉PAS 220：2008 について
PAS＝公衆に利用可能な技術規格
食品製造における食品安全のための前提条件プログラム
食品製造事業者の前提条件プログラムと調和を目指しており、
これだけで用いる規格というよりも ISO 22000 を補完する
位置づけと考えられています。

図 2 FSSC 22000 の仕組み

お客様に、
「日本の隅々まで、日常的に、
上質なサービス」を提供してまいります！
真剣勝負で審査に臨み、審査を通じてお客様の組織経
営の改善に一つでも貢献することがJACOの本分です。
しかしながら、組織の皆様の活動は途切れることなく
一年中動いています。年に一度の審査に加えて、皆様方
とコミュニケーションできる機会を最大限活かしていく
ことも重要な責務と考えています。審査直後のCSアン

国日本」について講演いただき好評を得た。
◉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
様、東京ガス様を訪問し、エコプロダクツや環境保
護に関する最新の取り組みをご紹介いただいた。

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、4,5 0 0強のお客様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。
■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
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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企業活動のグローバル化による情報セキュリティ
へのニーズの高まりとISMS認証の動向

国内排出権取引制度について

IS審査部

株式会社JACO CDM 事業推進部 部長

─国内クレジット制度を主体として─

副部長

山本 富夫

2 0 1 1年1月に仏自動車大手ルノーは、電気自動車に関連

田中 辰雄
カントリリスクを評価し、部門・地域固有なセキュ

した機密を外部に漏洩した産業スパイの疑いがあるとし

リティレベルを確保。

て、ルノーの幹部社員3人を無期限の停職処分にしました。

（2）グローバル群審査のメリット

日本企業も他人事ではありません。
本稿ではグローバル化とサプライチェーンをキーワード
にして情報セキュリティに関わるマネジメントシステムの
動向とJACOのサービスをご紹介いたします。

グローバル化に伴う新たなリスク
グローバル化を進める企業には次のリスクが高まって
いるため、もう一度、足元を見直す必要があります。

（1）内部統制のグローバル化とグローバル群審査
グローバルな組織での内部統制の規模は海外の事業部
門、工場および関係会社を含む広い範囲になります。

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2011

バイオマスを燃料とするストーブの新設
空調設備の新設

照明設備の新設

007

コージェネレーションの導入

度について紹介します。

007-A

コージェネレーションの新設

008

太陽光発電設備の導入

009

温泉熱及び温泉排熱のエネルギー利用

010

変圧器の更新

011

コンセント負荷制御機器の導入

012

溶融炉におけるコークスからバイオコークスへの切り替え

013

外部の高効率熱源設備を有する事業者からの熱供給への切り替え

014

余剰蒸気活用による小型蒸気発電機の導入

015

系統電力受電設備等の増設による自家用発電（ 発電専用機によるもの）
の代替

016

太陽熱を利用した熱源設備の導入

017

小規模水力発電設備の導入

018

回収した未利用の排熱を供給する蓄熱システムの導入

①排出削減、省エネ対策の実施

018-A

回収した未利用の排熱を供給する外部の事業者からの熱供給への切り換え

②通常行われないランニングコストの低減効果（省エ

019

雪氷融解水のエネルギー利用

020

電気自動車への更新

020-A

電気自動車の新規導入

021

自動販売機の更新

022

冷蔵・冷凍設備の更新

023

風力発電設備の導入

024

蓄電池で駆動する船舶への更新

025

エアーコンプレッサーの更新

026

電動式建設機械・産業車両への更新

グローバル群審査のメリットは次の3つです。ぜひ、導
入のご検討をお願いします。
①グローバルな内部統制を無理なく行える。
②グローバルな内部統制が迅速に構築できる。
③共通的な部分の審査コストを低減できる。
本社

国内
事業部門

海外
事業部門

共通MS

共通MS

共通MS

●運営PDCA

●運営PDCA

●運営PDCA

●ガイドライン

グローバル
統合MS

全社
ガバナンス

●ガイドライン

独自MS

独自MS

●運営PDCA

●運営PDCA

●ガイドライン

グローバル
群審査方式

●ガイドライン

共通的な運営
と文書の審査

共通MS
審査の軽減

●ガイドライン

共通MS
審査の軽減

サプライチェーンのセキュリティ確保へ
従来のマネジメントの狙いは内部を固めることに主眼

国内クレジット制度について
（1）事業者のメリット
排出削減事業者（中小企業等）のメリットとしては、
以下の点が挙げられます。

ネメリットに加え、国内クレジット収入）
③ PR効果（地球温暖化対策への積極的な取り組み）
（2）具体的な取り組みについて
国内クレジットにおける排出削減事業の手続きを図1
に示します。

労働争議など。
◉企業秘密侵害、不正競争行為、不買運動など。
JACOは上記の事業継続とリスク低減ニーズに対し、
次のサービスを提供しています。ぜひ、導入のご検討をお
願いします。
①ITシステム対象：ITSMS（ISO/IEC 20000）
②一般事業分野対象：BCMS（BS 25999-2）

工作機械の更新

028

バイオディーゼル燃料製造設備の導入及び化石燃料からバイオディーゼル燃料への切り替え

される方法論のいずれかを適用することが必要となる

認証が重要であり、当社は審査機関として豊富な実績を

ことから、省エネ設備サプライヤー（省エネ設備メーカ

有しています。具体的な削減方法については、表1に示

ー、エンジニアリング会社、ESCO事業者等）の協力が

がありました。しかし、グローバルにサプライチェーンが

◉輸送中貨物の盗難事故、ITと通信システムの停止、

027

この制度では、排出事業計画の承認と実際の削減量の

排出削減事業者
（中小企業等）

必要となります。詳細は国内クレジットのホームページ
国内クレジット認証委員会

（1）
排出削減事業計画の作成

（2）
排出削減事業の承認申請

認証段階

8 

フリークーリングの導入

004-B

に中小企業等を対象とした制度である国内クレジット制

実施段階

②ローカルなセキュリティレベルの決定：事業特性、

空調設備の更新

004-A

ュリティ認証（ISMS）を既に提供しています。

計画段階

組織で国境を越えて確保。

工業炉の更新

004

照明設備の更新

の中心に据える必要があります。

押さえておくべき基本的なセキュリティレベルを全

ヒートポンプの導入による熱源機器の新設（ 熱回収型ヒートポンプ）

003

006-A

的に構築・運営を行いながら、全社横断的な基準もグロー

①基本的なセキュリティレベルの決定：グループ内で

ヒートポンプの導入による熱源機器の新設

002-C

間欠運転制御、インバーター制御又は台数制御によるポンプ・ファン類可変能力制御機器の導入

イチェーンに関わる事業継続とリスク低減をマネジメント

方式がグローバル群審査です。

ヒートポンプの導入による熱源機器の更新（ 熱回収型ヒートポンプ）

002-B

006

央集権的に統一するのではなく、各地域、事業部門が自立

ジメントシステムであり、この認証を的確に効率よく行う

ヒートポンプの導入による熱源機器の更新

002-A

ト（J-VER）制度が本格化してきています。本稿では特

拡大した状況では、下記のリスクに対応するため、サプラ

このようにして構築したシステムがグローバル統合マネ

バイオマスを燃料とするボイラーの新設

002

発し、全社で3 0万人規模の組織にグローバルな情報セキ

このため、全社で1つのISOマネジメントシステムに中

バルに貫徹させる必要があります。

001-A

005

業は雇用するようになりました。「 弊社には情報漏

グローバル統合マネジメントシステム導入

国内においては削減プロジェクトを組成する取り組み

ボイラーの更新

である国内クレジット制度およびオフセット・クレジッ

情報も含むサプライチェーンのセキュリティ確保が

えいするような社員はいない」と言えるでしょうか。

はじめに

方法論名称

001

JACOは上記を実現するためのグローバル群審査を開

活動の生命線になってきました。物流だけではなく、

②グローバル化に伴い様々な価値観を持つ従業員を企

方法論番号

004-C

①グローバル化に伴いサプライチェーンの確保が企業

重要になってきました。

表1 国内クレジット制度における削減方法論一覧（平成 22 年12 月10日現在）

（3）
事業の実施・モニタリング

審査機関による審査
（JACO CDMは
審査機関です）

事業の継続

http://jcdm.jp/index.htmlを参照ください。

オフセット・クレジット
（J-VER）制度について
国内クレジット制度と同様のプロジェクト方式の

国内クレジット認証委員会に
おける審議および
排出削減事業の承認

制度であり、詳細は同制度のホームページを http://
www.4cj.org/jver/index.htmlを参照ください。

（4）排出削減事実績報告書の作成

（5）
国内クレジットの認証申請

審査機関・審査員

審査機関による実績
確認（JACO CDMは
審査機関です）
国内クレジット認証委員会に
おける審議および
国内クレジットの認証

出典：経済産業省の国内クレジット制度の手引き

図 1 排出削減事業の手続き

まとめ
当社は、どちらの制度についても豊富な実績と経験を
有しています。制度の利用を検討する際、不明な点があ
れば、まず、当社にお問い合わせください。
JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2011 
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TOPICS

CUSTOMER VOICE 1

清川メッキ工業株式会社

ISOでイノベーションを起こす

中小規模組織を元気にする
ISO 14005がいよいよ始動！

品質保証部
ISO 14001の段階的適用を可能にし、

「 認証取得そのものが目的ではなく、

環境経営の裾野を拡大する、中小規模

経営のスタイルを確立し、環境テーマ

組織向けISO 14 0 05

を経営に活かす企業として活躍するこ

が2010 年12

（※）

月に正式発行され、JIS 化の作業が進行

とが世の為になるという思いで取り組

中です。

みました。14005 準拠の本スキームは、

当社では、ISO 14005準拠段階型環

短期間（約3ヵ月）で取り組みやすいレベ

境マネジメントシステムとしてJAC Oス

ルで構築でき、安上がりでかつ何を経

キームを設定し普及中です。その導入

営の舵取りのなかでやっていけばよい

組織の例をご紹介いたします。

かがよく分かってきました。第三者に

業務内容
通信ネットワーク構築に伴う
光ファイバケーブル、
CATV ケーブル等の敷設、
加入線の引込、宅内配線、通信関連機器設置、
電気通信システムの企画、調査、設計、
施工および施工管理

各中小規模組織に有益であるばかり

よる評価が有意義でした。PDCA を廻

同社は2011年1月21日にISO 14005

でなく、サプライチェーン強化を図っ

し全社一丸となってしっかり運用し事

準拠段階型環境マネジメントシステム

ておられる組織にもその傘下や取引先

業発展を目指したい。
」

の「HOP」段階（JACOスキーム）に合格
されました。

の組織をレベルアップしていくことに
大いに役立つシステムです。

東洋ライト工業株式会社様
本 社
愛知県豊橋市、田中宏明社長
業務内容
LED 関連電装機器および車両関連
電装機器の設計・デザイン、製作・販売

畑中 太郎

株式会社トップ電信システム様
本 社
東京都昭島市、武田直樹社長

■検査員の感想

課長
様

はじめに

決 策：Innovation ”を 生 み 出 す た
めの活動です。会社“ KIYOKAWA

清川メッキ工業株式会社は、
“ 自由な

Plating Industry ”のビジョンを社

る創意の結果が大いなる未来を拓く”

員一人一人“ I ”のビジョンとして結集

▲2011年3月竣工

の企業理念のもと、ナノめっきに代表

するために、I ビジョン活動は 4 つの

自分の成果を積極的にアピール（ 魅

される独創的なめっき技術開発と限り

役割を持っています。

える化 ）します。他人のがんばり具

なくゼロに近い不良品率である安定し

①経営方針から部門方針そして個人目

合もわかるのでモチベーションが

た生産により、お客様にとって一番と

標に至るまでの方針展開の明確化

なれるよう活動しております。

自分の個人目標が、会社のどの目標

MS（マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム ）は、
1 9 9 4 年に ISO 9 0 0 1、1 9 9 7 年に

ナノテク開発センター

持続します。

につながっているかがわかるように

これらの活動を通して、イノベーシ

なっています。各部門の目標の進捗

ョンを起こし、目標達成することに全
社員一丸となって取り組んでいます。

ISO 1 4 0 0 1 の認証を取得しました。

管理を部門ビジョンで表すことによ

経営そのものに真に活かせるシステ

ジメントシステムへの取り組みの意義

また、2008 年には試験所の国際規格

り、自分の活動の影響が見えます。

ム構築を段階型マネジメントシステム

などについて次のように述べています。

である ISO/I EC 17025 の認定（ 清川

で行なえるということを再認識しまし

「IS O 環境マネジメントシステムにつ

化学技術研究所／JAB ）を受けてお

個人ビジョンを明確にし、自身の活

I ビジョン活動導入以前は、方針展

た。段階型マネジメントシステムは、

いては、大企業だけでなく中小企業でも

ります。

動に対し PDCA サイクルをまわす

開プロセスにおいては、方針発表会、

構築しやすいのが利点であり、かつそ

14 0 0 1を取得されているところで、名

2010 年には、J A C O 様初の I S O

ことで、自分をマネジメントできる

方針手帳の配付など様々な試みを行な

れであって経営と環境（ EMS ）の融合

刺に登録マークを表示し話題になり関

14 0 01 ASRP（ 先進的サーベイラン

ように訓練します。また、目標と現

ってきました。成功も失敗もあり、そ

によって成果を出していくもので、東

心を持っていた。1 4 0 0 1を目指したい

ス・再認証手順 ）審査の適合合格する

状のギャップから課題が明確にな

の都度、改善を繰り返し、現在に至り

洋ライト工業様は環境テーマを経営に

が、まだその条件になく、この度140 05

ことができました。

ります。課題が例えばスキルに関す

ます。しかし、現在が最良の形ではあ

る内容の場合でしたら、教育計画に

りません。KMS は継続的改善により

アップされます。

常に変化しています。I ビジョン活動

同社社長の武田直樹氏は段階型マネ

②個人目標の進捗管理「 見える化 」

これからの活動について

上手く組み入れて構築されていました。

段階型 EMS の紹介を受け勉強して進

お客様のお困りごとの解決、新規技

FDIS 14005準拠段階型環境マネジメン

EMS の良さを改めて認識しました。同

めた。今後は社員全員により高い環境

術開発、コストダウンのための改善策

トシステムの「 HOP」段階（JACO スキ

じような課題をお持ちの企業に自信を

意識とコスト意識を持ってもらい工事

など、創業1963 年より現在に至るま

ーム ）に第一号として合格されました。

持って、お薦めできるシステムである

の環境配慮などで成果を上げ、社会的

で、
“ 出来ない”とは言わず、自由なる

経営層の巡回、部門長による相互監

と感じています。

貢献でも評価される企業にしたい。作

創意で“ 如何にすれば“をモットーと

査そして内部監査で使用します。部

これからも清川メッキ工業株式会社

業や運搬の工夫、ムダの削減も重要で、

し活動している当社にとって ISO の

門内では、上司と部下のコミュニケ

は自由なる創意により“ 品質・環境に

この仕組みを活用して企業体質をさら

MS は最適なツールとなっています。

ーションツールとして活躍します。

よる地域社会貢献 ”を実現すべく活動

に強化していきたい。
」

これら複数の MS は、KMS（キヨカワ

同社は 2010 年 10 月 19 日に ISO/

同社社長の田中宏明氏は段階型マネ
ジメントシステムへの取り組みの意義

写真は 1 0月2 0日の合格証授与式の

などについて次のように述べています。

模 様 で、JACO 社 長 の 下 井 よ り 合 格
証を手渡し、
「 ISO

上記組織は、JACO の Web ページに

プアップを」との期

ら KMS の核となっている I ビジョン

テムの登録組織様として掲載していま

活動についてご紹介します。

（※）環境パフォーマンス評価の採用を含む、環境マ
ネジメントシステムの段階的導入のための手引き

■お問合せ先：ISO 14005 検査センタ

TEL：03-5572-1722

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2011

は別の形になっていると思います。

してまいります。

スタイルに集約されています。これか

ISO 14005 準拠環境マネジメントシス
す。

10 

④個人活動の
「 魅える化 」

自体も年々進化しているため、数年後

マネジメントシステム ）という独自の

14001 へのステッ
待を述べました。

③部門の活動の様子を
「 診える化 」

E-mail: kensa＠jaco.co.jp

I ビジョン活動
I ビジョンの
“I”
には、Innovation、I、
Industry の意味があります。I ビジ
ョン活動は、
“ 独創的で前例の無い解

▲Iビジョンボード

JACO NEWS ︱ MARCH ︱ 2011 
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CUSTOMER VOICE 2

富士ゼロックス株式会社

CUSTOMER VOICE 3

ソリューション本部

株式会社ニチイ学館

システムエンジニアリング集団が作った
品質マネジメントシステム

社会から信頼される企業であり続けるために
全員参加のISMSの実現へ

ソリューション本部

コンプライアンス本部

『Solution for You』
は言行一致から
和田 真彦

ソリューション技術部

一二三 徹

様

「QMSをやってよかった」

ックスにとって得意なソリューション

無で進捗管理できるようにシステム改

コンプライアンス推進室

室長

様

業界のリーディング
カンパニーとして

支店、最後の 3 年目に残りの 47 支店
を加え、3 年がかりで全 97 支店をカ

であり、QMS で活かせるかどうか考

修を行いました。現在は各プロセスで

富士ゼロックス（株）
ソリューション

えていました。SE はソリューション

作成されるドキュメントの有無を確認

本部のシステムエンジニアリング部門

提供活動で要件定義書、システム設計

する事で該当プロセスの進捗判断を行

株式会社ニチイ学館は 1968 年（昭

には約 700 名の SE が在席し、ソリュ

書、テスト報告書等の文書を作成しま

うことができています。また内部監査

和 43 年 ）の 創 業 以 来、 教 育、 医 療、

ーション提供活動としてお客様の業務

すが、お客様要求確認プロセスではき

や外部審査では、紙を全く使わず電子

介護の 3 事業を柱に事業展開してきま

課題の解決を図るためシステム提案か

ちんと要件定義書を作成したか、基本

画面上で監査ができることになり外部

した。気が付けば、取引いただいてい

その後は、それこそ一心不乱に認証

ら構築や運用・保守を行っています。

設計プロセスでは要件定義から漏れな

審査員からも高い評価をいただきまし

る医療機関の数は約 11,000 件、介護

取得に向けて邁進し、昨年 9 月初めの

QMS 認証は 2007 年に取得し、昨年

くシステム設計書を作成したか、とい

た。実はこの仕組みは当社商品である

サービスのご利用者数は 12 万人強、

本審査を経て、おかげさまで 9 月 29

の更新審査でまず一巡したところです

った具合に各プロセスで作成すべきド

文書管理システム等で構築しており、

当社講座の受講生数は年間約 19 万人

日付けの合格通知をいただくことがで

が、そもそもの目的は高品質なソリ

キュメントを定義付けました。こうし

自らが自社商品を利用することでお客

と、いずれの分野においてもトップ企

きました。

ューション提供活動によってお客様満

てドキュメントに着目して業務プロセ

様に効用を示す事ができると考えてお

業となっています。

足度を向上させることと、赤字プロジ

スを可視化する事によってSE が各プ

りました。その結果としてセミナー等

業界のリーディングカンパニーに

ェクトや情報セキュリティ事故の撲滅

ロセスで必ず作成すべきドキュメント

で多くのお客様から引き合いを頂いて

は、健全な業界づくりを率先して行う

のために業務品質の向上をめざすこと

が明確になり、業務の均質化が図れて

います。

使命と責任があります。また“社会か

まずは、何よりもトップの明確なポ

でした。QMS 構築前は SE の仕事の

います。また QMS 構築で一番留意し

ら常に信頼される企業”であり続ける

リシーがあった点です。全国支店長会

すが、これと連動させて「私の情報セ

やり方がバラついたり、作成すべき文

た点は、現場 SE 部門と戦略スタッフ、

ためにはISMSの構築は不可欠と考え、

議をはじめ各種会議のたびごとに、社

キュリティ宣言」を全従業員に作成さ

書がなかったりしましたが、QMS 運

情報システム、教育、プロジェクトマ

その国際規格である ISO 27001 の認

長には ISMS 構築の必要性を語ってい

せました。これは従業員一人一人が自

用継続によってこれらが徹底されはじ

ネジメントオフィスといった支援部門と

証を取得することに決めました。

ただきました。推進事務局としては大

分の守るべき情報を自ら特定し、ルー

め、品質目標の一つであるお客様満足

の連携でした。この連携によって現状

変有り難く、ぜひとも目的を達成させ

ルに則った取り扱いを行うことを宣言

度はスコアが年々アップし、2010 年

の仕事と乖離せず、現場に負担をかけ

るぞとの思いを一層強くしました。

するものです。このことによって、情

には外部評価機関においても高い満足

ないQMSの構築ができたと思います。

度を得る事ができました。振り返って

市場要求

みますと、QMS 構築の際にソリュー
ション提供活動による業務課題の抽出
を自らの組織に実践したことが「QMS
をやってよかった」と本音で言えるの
だと思っています。

フィードバック

部門品質方針
品質目標

各センター方針
重点実施項目

客

（5.5.3 ）

（5.6 ）

製品実現
設計・開発

提
案

受注前活動

製造及びサービス提供

納品物
整備

設計構築

（7.1/7.2 ）

出荷
納品

QMS 構築はその 8 原則にあるプロ
セスアプローチに従って既存の業務

（設置・役務・教育）

運用保守

コンタクト

（運用・保守）
（7.5 ）

（7.3 ）

（7.4 ）

様

変更管理

（7.5 ）

＜商品化プロセス＞

SEサービス商品化管理規則

SEサービス商品化

文書管理規則

情報インフラ運用管理規則

文書(記録)管理

情報インフラ

SBO 商品化管理規則

（4.2.3/4.2.4 ）

（6.3/6.4 ）

（7.1/7.2/7.3/7.5 ）

SBO 商品化

人材育成管理規則

是正・予防処置管理規則

是正・予防措置
（8.5.2/8.5.3 ）

分
析

部

監

査

報セキュリティへの取り組みがお仕着

ISMS の意識を高め理解を浸透させる

せではない自らのものとして行動につ

目指すといっても、当社は組織も大き

かという課題を解決するための施策で

ながるようになったと思います。

く業務形態も実に多岐にわたっていま

す。推進事務局だけがいくら旗を振り、

す。全国に 97 の支店があり、さらに

声を大にして叫んだとしても、そこに

ISMSのリーディング
カンパニーをめざして

は限界があります。いかに現場を巻き

QMS だけに留まらず、生産性向上、

実に約 10 万人もの従業員が日々、業

込んでその意識や理解を深めていくか

ガバナンス対応（ISMS、内部統制）と

務に従事しています。

が何よりも重要です。その解決策の一

ステップ に 突 入して い ます。 日 々、

つが、全国の支店おける ISMS の旗振

PDCAを回しながら、業界のリーディ
ングカンパニーとしてさらなるスパイ

CS調査規則

（8.2.2 ）
品質内部監査規則

▲図1

もう 1 点は、組織の末端までいかに

しかし、ISO 27001 の認証取得を

その下に複数のサービス拠点を持ち、

（8.2.1 ）

内

▲社屋

比率が大幅に改善できました。また

様
クレーム

（8.4 ）

ＣＳ調査

人材育成管理

ます。

QMS の 効 果 は ま ず 障 害 対 応 工 数

測定･分析･改善
＜顧客関連プロセス＞

振り返って、晴れて短期間で認証取
得に至った要因を 2 点挙げたいと思い

客

（7.5 ）

レビュー・確認・見直し

（7.1/7.2/7.3 ）

資源の運用管理

＜支援機能プロセス＞

QMSがもたらした効用

トップの明確なポリシーと
「 私の情報セキュリティ宣言 」

お

外部リソ−ス活用規則

外部リソース管理

（6.1/6.2 ）

ドキュメントに着目して
可視化した業務プロセス

商品提供

役務提供

SEサービス
商品化プロセス

受
注

フィードバック
プロセスの繋がり

（部門運営会）

（各センター／各G）

SE活動規則

お客様要求把握

個別要求

キープロセス

マネジメント
レビュー

運営、進捗管理

内部ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ

（キックオフ、運営会、HP）

（5.4 ）

（5.1/5.2/5.3/5.4 ）

＜商品提供プロセス＞

お

▲セミナー資料表紙

経営者の責任

＜方針管理プロセス＞

ISO 27001認証取得への
取り組み

バーする計画としました。

QMCプロセス概念図

成果物目線で改修した
SE業務システム

いった観点で課題を捉えることがで

そこで、まずは認証範囲を限定して

き、SE 一人あたりの売上生産性もア

現 在 は 新 規 30 支 店 を 加 え た 第 2

優先度の高い事業・部門から認証を取

り役として「情報セキュリティ責任者」

ップしています。システムエンジニア

得し、徐々にその範囲を広げていくこ

と「情報セキュリティ推進者」を設置

ラルアップを実現したいと思います。

集団が作った品質マネジメントシステ

とを考えました。具体的には、自治体

したことでした。前者は支店長、後者

今後は、医療関連事業以外の事業部

プロセスの棚卸から始めました。この

SE 部門には以前より SE の案件を

ムは、今後も PDCA を回し続け、何

の入札等で認証取得を求められること

は支店長が任命した課長職がそれにあ

門へも徐々に認証範囲を広げていき、

時に着目したことは、業務プロセスの

管理するシステムが存在していました

よりも『Solution for You』は自ら活

の多い医療関連事業部門からスタート

たります。

ISMS におけるリーディングカンパニ

中で作成される成果物ドキュメントの

が、QMS 構築を通じて業務プロセス

用事例を作り出し、多くのお客様へご

し、初年度はその本社部門と 20 支店、

存在でした。ドキュメントは富士ゼロ

で作成される成果物ドキュメントの有

提案していきたいです。

そして 2 年目にプラス 30 支店の計 50
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また、社長名で我が社としての「情
報セキュリティ宣言」を発信したので

ーに少しでも近づいていければと考え
ています。
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SEMINAR

2011 年上期スケジュール

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。

EMSの総点検とパフォーマンス向上プログラム
～JACOセミナーをご活用ください～

コース
【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日

え変換できるようになりますので、内部

【CEAR承認】EMS審査員
資格拡大研修コース 3日

監査員の方はもとより、環境への取り組

【CEAR承認】
審査員資格更新
リフレッシュコース 1日

みで苦労されている事業ラインの方、環
境管理事務局の方々にとっても役立つ講
またJACOでは、環境、品質、情報

かに役立っているかを理解し、EMS活

食品安全など皆様のご要望にお応えした

で捉え、本業と一体化した運用が望まれ

動を本業の活動に組み込んだ一体型運営

様々なコースをご提供しています。

る 昨 今、JACOで はEMSを よ り よ く

ができるアプローチの仕方を学びます。

活用するためのプログラムを開始しまし

従来からの規格解釈を中心とした基礎知

ケジュールをご覧いただき、スキルアップ

た。本プログラムは、学ぶ・測る・知る、

識修得型研修ではなく、現場の業務プロ

に向けて各セミナーをぜひご活用くださ

つまり既得知識・スキルの復習からスタ

セスに立脚した実践的、かつ経営に役立

い。

ートし、診断を受け、その報告を踏まえ

つ監査を醸成する業務改善型研修になっ

不足している分野の補強研修をする、こ

ています。
設定された事業の改善目標とその施策

を向上させ、費用に見合った活動に変え

の進捗指標を、環境目標と指標に読み替

■本教育・研修プログラムのお問合せ先
E-mail：info-g@jaco.co.jp

前号では、組織の内部監査力を評価す

【診断レポート】

知る

結果を踏まえたフォローアップ研修講座
の一つ「内部環境監査員 パワーアップ講

内部環境監査員
レベルアップコース 2日

実務コース 3日
基礎コース 2日

入門コース 1日

ていますが、結果への満足度は如何です
上の効果が出ていますか？ 適合性確認
に終始した監査に落ちいっていません
か？ 業務と環境は表裏一体です。業務

1日コース
【2011年度】 および
環境審査員
5時間コース
CPD

測る

か？ それに見合った、あるいはそれ以

学ぶ

1日コース
ISO 14005 EMS
解説コース 半日
中小規模
ISO 14005 HOP
組織が
コース １日
（全6回）
取組み易い
ISO 14005 STEP
コース １日
（全5回）
ISO 14064 規格解説コース １日

を改善すれば環境負荷は低減します。環
境負荷を下げれば業務の改善につながり
ます。つまり、本業の計画段階からその

図 1 EMS点検プログラム

事業目標を環境目標に読み替え、本業で
ある業務改善の施策を遂行すれば、すな
わち環境負荷低減の施策となります。
例えば、コストダウン施策として歩留

環境活動基礎学習講座（テキスト）
■環境活動の基礎

まり改善を挙げ、それを遂行したとすれ

■企業における環境管理の仕組み

ば、それは使用エネルギーの削減、資源

■監査のためのガイドライン

の有効活用、あるいは廃棄物の排出低減
といった環境影響の改善を行ったことに
なります。監査もこの業務と環境との関
係に立脚したやり方に変えてみませんか。
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■３級問題集
（ 法令 ）
■３級問題・回答集
（ 環境側面および環境影響 ）

パフォーマンス向上講座（セミナー）
内部監査員 パワーアップ講座

今回

EMS 実践応用力養成講座

予告

EMS マニュアル点検講座

予告

4〜8

1〜5
22〜26

5〜9

1

コース

東京

【JRCA承認】QMS審査員
資格拡大研修コース 3日

東京
大阪

22
24

15
14

内部品質監査員
養成コース 2日

2〜3
4〜5
9〜10
11〜12
8〜9
5〜6
14〜15
25〜26 23〜24
25〜26 22〜23 20〜21
27〜28
11〜12 16〜17 13〜14 14〜15 10〜11 12〜13
27〜28 30〜31 27〜28 28〜29 25〜26 26〜27
13〜14
8〜9
17〜18
7〜8

23〜24
20〜21
12〜13

8〜9
7〜8

11〜12

1〜2

19〜20
26〜27

仙台

22〜23

名古屋
福岡

19〜20
25〜26
6〜8
18〜20

20〜22
8〜10

9〜11
3〜5

東京

7〜8

21〜22

10〜11

大阪

19〜20

9〜10

4〜5

1

17
20
27
4

大阪
仙台

13

22

18

金沢
名古屋

21

1

22

16
8

5

福岡
東京

6
25

大阪
東京
大阪

29
23
22
17

名古屋
東京
仙台
金沢

22
31
18
15

26
29

名古屋
福岡

5
16

13
6

15

仙台
名古屋
福岡
金沢

8

7
20
13

26
30

東京

27

東京

計 画 中

東京

東京
28
東京
27
27
複合マネジメントシステム
構築Q/Eコース 1日
大阪
4
東京
6〜7
2〜3
10〜11
大阪 21〜22
26〜27
内部監査員
養成コース 2日
仙台
15〜16
名古屋
21〜22
労働安全衛生
東京
26〜27
18〜19
マネジメント
システム
大阪
29〜30
構築実務
（OHSMS）
コース 2日
仙台
名古屋
9〜10
OHSAS 18001：2007
東京
4
14
規格要求事項の解説 1日 大阪
6
［OHSMS］設備安全リスク
東京
29
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

東京
東京

ISO 9001：2008
規格の解説コース 1日

審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日
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

催

6月
6〜10

8月

9月
26〜30

24〜26
20〜22
25〜26 17〜18

大阪

14〜15

仙台
金沢

日
7月

25〜29

東京

23〜24

14〜15

2〜3

11〜12

18〜19

12〜13
8〜9

28〜29
21〜22

大阪

18〜19

大阪

4〜5
6〜7
18

大阪

4

20

10
7

仙台
金沢
東京

14

大阪
東京

1
7
11

1

大阪
東京
大阪
東京

1

11

28

21

大阪

5

東京

23〜27

22〜26

名古屋
東京

20〜22

東京

動物生産（畜産・水産 ）3日
作物生産（野菜・穀物）3日

東京
東京

【JRCA承認】ISMS審査員
研修コース 5日

東京

30〜31

8〜9
27
28
29

計 画 中

6〜10

26〜30
29〜9/2

大阪
東京
大阪

ISMS内部監査員
養成コース 2日

東京
大阪

ISMS構築基礎コース
2日

東京
大阪

SRガイドライン ISO 26000
経営者管理者コース半日

7〜8
20〜21

東京

東京
東京

審査員トレーニング
コース 3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

15
19
10〜11

20〜21

仙台
金沢

食品微生物学 3日
食品化学 3日

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

27

大阪
東京

東京
東京

入門および規格
解説コース 1日

22〜23

東京

役立つ食品関連法の解説 1日
食品加工学 3日

M 【JRCA承認】ISMS審査員
S リフレッシュコース 1日
ISMS審査員 CPD 5hr①
ISMS審査員 CPD 5hr②
審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日
審査員コンバージョン
ITサービス
トレーニングコース 3日
マネジメント
内部監査員
システム
養成コース 2日
規格要求事項の
解説 1日

5〜6

福岡
東京

ISO 22000の規格解説 1日
管理手法からのFSMS構築 1日

14〜16
18〜19 19〜20 20〜21 19〜20 18〜19 12〜13
15〜16
20〜21
26〜27

8〜9
8〜9

東京
東京
東京

25〜26

11

2

14

5
25

2

東京

29〜9/2

東京

11〜13

東京

5〜6

東京

4

東京

28

大阪
東京
大阪
東京

29〜7/1

20〜22

東京

12〜13

31〜9/2
4〜5

15〜16

東京

7

10

24

20

30

東京

6

9

23

19

29

東京
大阪

6

6

16

7〜8
6

（株 ）日本環境認証機構 技術部

22

【お問合せ先 】

（ 例 ）『 学ぶ』のラインナップ

5月

大阪

金沢
東京
東京

【JRCA承認】ISMS審査員
資格拡大研修コース 3日

15
15

ISO 9001：2008
規格要求事項の
解説コース 2日

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

22

14

15

内部品質監査員
レベルアップコース 1日 ＊新設

QMS
審査員/ CPD④
審査員補
CPD⑤
レベル
＊＊新設
アップ

17
25

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

1〜2

仙台
金沢
名古屋

東京
大阪

開
4月

名古屋

大阪

東京
大阪

開催
場所

【JRCA承認】ISO 9000
審査員研修コース 5日

情報セキュリティ

環境法と関連
地方条例の解説 1日

【 力量診断】

仙台

福岡
東京

経営者・管理者
コース 半日

【 学習テキスト・セミナー】

大阪

東京
大阪

座」について紹介します。

内部監査は多くの工数をかけ実施され

9月

名古屋

環境側面と環境影響
評価研修コース 1日

内部環境監査員 パワーアップ講座

8月

名古屋

東京

ISO 14001: 2004
規格要求事項の
解説コース 1日

る｢内部環境監査員 力量診断サービス｣

7月

19〜21

仙台

金沢

ていくことを狙っています
（図1）
。

について紹介しましたが、今号では診断

東京
大阪

日

食品安全マネジメントシステム

の一連の活動を繰り返し、組織の監査力

次ページの2 0 1 1年度上期セミナース

6月

18〜22 16〜20 13〜17
9〜13
30〜6/1

名古屋 18〜19
福岡

環境マネジメントシステム構築

EMSを経営あるいは事業改善の側面

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

セキュリティ、ITサービス、労働安全衛生、

5月

大阪

東京

をベースに、改善が環境負荷の低減にい

4月

催

品質マネジメントシステム

はじめに

東京
大阪
東京

開

福岡

座です。
本講座では、業務プロセスの改善活動

開催
場所

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

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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