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「ISOを活かす経営」

─規格改正とASRP認証取得企業の経営─
株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

蛭田 道夫
はじめに

MSS
（マネジメントシステム規格）共通化に向けた規格改正
が進められています。情報セキュリティは既に改正済みで、

セミナー> 書籍紹介>「ISOを活かす経営」よりオーダー願い
ます。

JACOの取組み

環境、品質は2015年を目標に進められています。
「ISOを経営

経営の役に立つ審査を目指し、JACOでは日頃から審査員

にどう活かしていくか」
。金沢で開催されたセミナーの内容も

の力量向上に努めています。審査員会議などを活用した情報

引用し考えてみました。

共有や勉強会・教育をベースとして、審査員向け規格改正セミ

規格改正の動向

ナーの実施やベテラン審査員が実際の審査の場に立会い、評
価する
「審査員モニタ制度」も実施しています。

MSS共通化の最新情報についてはJACOニュースやセミナ

「ISOを活かす経営」を審査する立場で、最近特に力を入れ

ーなどでお知らせしていますが、MSが増大していくなかで、

ているのは、コミュニケーション能力の強化です。規格の解

共通化というのはある意味自然の流れです。今回の規格改正

釈や法律の理解など教育で身につくものに加えて、お客様と

は、共通化と同時に、お客様に長期にわたる成功をもたらし、

のコミュニケーションにより、課題や立場を理解し、審査の

発展・成長のための新たな機会を創造するための知識・ツール

ポイントを定め、より満足いただける審査を目指しています。

及び技法を提供することを意図しています。形骸化を打破し、

このため、グループディスカッションを中心とした、集中審

本当の意味で経営の役に立つ ISOにしていくことを狙ってい

査員会議も実施しています。

ると思います。そのためには、MSの事業プロセスへの統合、

審査終了後に、お客様からいただく
「CSアンケート」もコミ

組織の戦略及び意思決定との整合も必要になってきますし、

ュニケーション改善に活用しています。毎月、
経営会議で紹介、

ライフサイクルの観点からの見方も必要です。今回の改正を

議論していますが、このなかにも
「伝える、伝わる」が不十分

前向きに捉え、改善のきっかけにしていただくための参考と

なために生じたと思われるコメントが見受けられます。例え

して、以下に規格改正を先取りした事例を紹介します。

ば、JACOは、審査の継続性の観点から3年間は原則として審

MSアカデミー in 金沢

査員リーダを変えない。一方で、新たな成長を目指し、異な
った観点から審査するという趣旨で3年経つと審査員リーダを

「MSと人材育成をいま一度問う」という副題で8月22日に金

変えることにしています。お客様からは、
「別の視点で見ても

沢「しいのき迎賓館」にて開催しました。定員50名に対し、8倍

らってさらなる改善のきっかけが掴めた」というお言葉をいた

の約400名の応募があったという人気セミナーです。清川メッ

だくケースが多いのですが、一方で、
「以前言われたことと違

キ工業様とJACOの共著
「ISOを活かす経営」を基に、講演とパ

う」
、
「審査員のばらつきがある」というアンケートもあります。

ネルディスカッションが行われました。このなかで、清川メ

すべてではありませんが、これもコミュニケーション不足の

ッキ工業様が取組んできた内容が紹介され、大きな反響があ

一つではないかと考えており、CSアンケートのポイントは審

りました。ASRP
（先端的サーベイランス・再認証手順）への取

査員会議で紹介し、改善・向上を図っています。

組みが中心ですが、
「ISOは
“やる”のではなく、利用するもの」
、
「ISOとは何か？ イノベーションを起こすための手段」
、
「SAPD

最後に

サイクルで強みを引き出す
（SはStudy）
」
、
「人材
（人財）育成へ

清川メッキ工業社長は、著書
「ISOを活かす経営」の紹介文

のISOの活用」
、
「業務
（内部監査）はCheckではなくStudy」な

のなかで、
「ISOマネジメントを正しく理解し、上手に活用す

ど、まさに規格改正の進もうとしている、事業との統合を先

ることで、時代の変化に対応できる人材育成やイノベーショ

取りして実施している例です。もう少し詳細について知りた

ンを起こし、会社業績を向上させることも可能です。
」と述べ

いという方はぜひ著書をご覧ください。本書は市販されてい

ています。皆様と共に、JACOも変化を前向きに捉え、継続

ませんので、ご希望の方はJACO HP
（www.jaco.co.jp）> 研修・

的な向上を目指してまいります。
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組織のレジリエンシー強化と
経営革新のための新しいISOマネジメント

ISOマネジメントシステムの共通化の土台としてのHLSの狙い
新規事業推進部
部長

山本 富夫

危機の時代でのISOマネジメントの貢献
私たちが生きる21世紀の世界は残念ながら、鉄腕ア

（2）経営全体からの乖離：断片性
2012年4月22日、三井化学岩国大竹工場で爆発火災

トムで象徴される未来の豊かで平和な世界ではなく、

事故では工場内外で人的被害 死亡1名、負傷25名の

紛争と災害（原発事故など）が多発する過酷な世界のよ

被害が発生しています。

うです。
役に立たないと揶揄されることが多いISOマネジメ
ントシステムですが、その本質を活用し新たな視野で
拡張すれば、この過酷な社会状況の克服にきっと役立
つと確信しています。

事故原因の詳細は本稿のテーマでありません。この
事故はどのISOマネジメントの対象でしょうか。これ
がテーマです。
候補のISOマネジメントを次に列挙しましたが、ど
れも全部はカバーできていません。残念ながらトータ

本稿ではISO本部が上記のこのために開発したマネ

ルな視点での根本原因分析と再発防止のためには、現

ジメントシステムの共通化のためのHLS（High Level

状のISOマネジメントでは限界なのです。環境など分

Structure）を紹介します。また、HLSを土台とした

野に特化したISOマネジメントだけでは無理です。

新しいISOマネジメント活用による、組織のレジリエ

◉労働安全マネジメント
（労働災害）

ンシー強化、経営革新を提案します。

◉環境マネジメント
（環境汚染）

ISOマネジメントの課題

◉品質マネジメント
（作業手順不備）

（1）インテグリティのトラウマ：硬直
東日本大震災では弊社のお客様がISO 9001の活動が
ストップしてしまったと悩まれていました。本来、ISO
マネジメントでは次のように、状況変化に対して弾力的
に目標を変更できる仕組みにはなっています。例えば要
求事項 5.3品質方針の記載内容を確認しましょう。

◉事業継続マネジメント
（緊急体制、生産停止）
◉アセットマネジメント
（資産の維持管理）

危機克服と経営革新のための
ISOの新提案
HLSはISOマネジメントシステム規格開発者向けの
指示書として開発されました。ISOは産業界からの役

e）適切性の持続のためにレビューされる。

に立たないと言うクレームに応え、ISO/TMB（技術

しかし、何故、組織は弾力的なISO 9001運営ができ

管理評議会）とISO/JTCG（合同技術調整グループ）に

ないのでしょうか。残念ながら現状の要求事項を見る

より、危機克服と経営プロセスへの統合を中核テーマ

と随所に弾力的な変更を躊躇せざるを得ない記載内容

にHLSを開発しました。個別規格の開発者はHLSの

があります。例えば、要求事項 5.4.2品質マネジメント

目次構成と標準化のための共通部分の文章（コアテキス

システムの計画で記載内容を確認しましょう。

ト）に従う必要があります。

b）品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施
する場合には、品質マネジメントシステムを“完全に整
っている状態”
（ integrity）に維持する。
東日本大震災のような危機のただ中で“完全に整って
いる状態”は最優先ではありません。人命優先など大き
4 

なリスクから解決することがリスク管理です。
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（1）危機克服力の強化:硬直からの脱却
HLSには危機を乗り越える推進力としてのリスク管
理機能が明確に組み込まれています。
6. 計画、6.2リスク及び機会への取組みには次のよう
に記載されています。

NEWS & REPORT

◉組織は次の事項を計画しなければならない。

HLSの項目

a）リスクと機会を取り扱うためのアクション
b）そのやり方
─上記アクションをマネジメントシステムのプロセ
スに統合して実施する。
─上記アクションの有効性を評価する。
HLSにはリスク・ベースド・アプローチによる安全
管理の考え方が導入されています。この考え方では想定
外という事態を含むリスクアセスメントが要求されて

4
組織の状況

に転換しています。HLSの中核概念である
「リスク」は、
リスク・ベースド・アプローチによる安全管理から生ま
れた考え方です
（ISO 31000、ISO/IEC 31010）
。
この概念の導入により、
ISOマネジメントシステムは、
広範な分野で安全・安心を支えるバイブルに変身するこ
とが期待されます。
（2）経営への貢献：断片性から脱却

○
○

4.3 ×××MSの適用範囲決定

○

4.4 ×××MS

○
○

6.1 リスクと機会に対応するための処置

○

6.2 ×××目標と実現するための計画

○

6
計画

7
サポート

8
運営

△
△

○

追加 ：一般

○
○

7.1 資源

○

7.2 力量

○

7.3 認識

○

7.4 コミュニケーション

○

7.5 文書化された情報

○

8.1 運営の計画と管理

○

追加 ：緊急事態への準備と対応
9.1 監視、
測定、
分析及び評価

9
9.2 内部監査
パフォーマンス
9.3 マネジメントレビュー
評価
追加 ：交通事故分析
10
改善

△

○

追加 ：RTSパフォーマンスファクター

欧米では1970年代から1980年代にかけての化学プラ
規制からリスク・ベースド・アプローチによる安全管理

4.1 組織とその状況の理解
4.2 利害関係者のニーズ及び期待

5.1 リーダーシップ及びコミットメント
5
5.2 方針
リーダーシップ
5.2 組織の役割、
責任及び権限

います。
ントの大規模事故を教訓化して技術基準ベースの安全

MS共通 MS固有

○
○
○
○
○

10.1 不適合及び是正

○

10.2 継続的改善

○

ISOマネジメントの運用が全体の経営とは切り離さ
れ、形式化しているなどさまざまな弊害が生まれていま

求事項です。この黒字部分は必要に応じてHLSに追

す。

記されます。

HLSの中に「ビジネスプロセスとの統合」という要求
事項が 5.1リーダーシップとコミットメントに記載され
ています。
◉×××MSの要求を組織のビジネスプロセスに統合
することを確実にする。

HLSの構造：ガバナンスとマネジメント
HLSにしたがって開発されたISO 39001道路交通安
全マネジメントの目次を例として見てみましょう。他
のMSと共通な文章が「MS共通」という欄で、道路交
通MS固有な文章が「MS固有」という欄です。

HLSによる統合マネジメント
これから改訂されるISO 9001、ISO 14001なども青
字部分はISO 39001と一字一句まったく同じ文章になり
ます。この構造を次に示します。この構造により、組織
は断片化したISOマネジメントを一貫した経営の中に容
易に統合ができるようになります。
マネジメント
道路交通
安全分野

マネジメント
環境分野

マネジメント
品質分野

マネジメント
×××分野

ガバナンス
（全社内部統制、
エンタープライズリスクマネジメントなど）

この規格の文章は英語版では青字と黒字の2色刷り
です。青字と黒字の意味は次のとおりです。表では簡
略化していますが、同じ項目に青字と黒字が混ざって
いる場合もあります
（表の△部分）
。
◉ガバナンス：MS共通（青字）
リーダーシップ、サポート、内部監査、マネジメン

終わりに
東日本大震災により日本社会の脆弱性が顕在化しま
した。福島第一原発での爆発事故、サプライチェーン
の断絶による企業活動の停止などがあります。今後、

トレビューなど経営者への要求事項です。この青字

このような状況においても持続的な事業の成功を実現

部分は品質、環境など他のMSでも同じになります。

するためにはHLSによる統合マネジメントが重要で

◉マネジメント：MS固有（黒字）

す。この統合マネジメントにより、組織のレジリエン

道路交通安全マネジメントに関わる管理者への要

シー強化と経営革新が実現できます。
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マネジメントシステム規格共通要求事項に
もとづく改正の最新情報

～ISO 14001/ISO 9001の改正概要（ 委員会原案より）
～
技術部

部長

水上 浩

１．はじめに
品質マネジメントシステム（以下QMS）
、環境マネジ

表 2 ISO/CD.1  14001で追加された環境固有の細分箇条
6

計画

6.1 リスク及び機会への取り組み
⇒追加
［6.1.1 一般／ 6.1.2 環境側面／ 6.1.3 法的要求事項及び自主的義務］

メントシステム（以下EMS）をはじめとして多数のマネ

6.2

ジメントシステム（以下MS）規格の改正作業が進められ

7

規格はいずれも『ISO専門業務用指針 付属書SL』にし
たがって改正が進められています。表1に附属書SLの
箇条一欄を示します。
（ JACO News 24号、
「MS規格共
通要求事項にもとづくISO規格の改正動向」参照）
表 1 ISO 専門業務用指針 附属書 SL
序文
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 組織の状況
4.1 組織及びその状況の理解 /4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解／ 4.3
XXXマネジメントシステムの適用範囲の決定 /4.4 XXX マネジメントシステム
5 リーダシップ
5.1 リーダシップ及びコミットメント/5.2 方針 /5.3 組織の役割、責任及び権限
6 計画
6.1 リスク及び機会への取り組み/6.2 XXX 目的及びそれを達成するための計画策定
7 支援
7.1 資源 /7.2 力量 /7.3 認識 /7.4 コミュニケーション／ 7.5 文書化された情報
（7.5.1 一般／ 7.5.2 作成及び更新 /7.5.3 文書化された情報の管理）
8 運用
8.1 運用の計画及び管理
9 パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価 /9.2 内部監査 /9.3 マネジメントレビュー
10 改善
10.1 不適合及び是正処置 /10.2 継続的改善

本稿では、委員会原案（CD）まで検討が進んでいる
ISO 14001及びISO 9001について、改正内容の概要に
ついてご紹介します。

2. ISO 14001の改定概要
ISO 14001は当初2015年の1月に発行予定でしたが、

支援
7.4 コミュニケーション

ています。9月25日には情報セキュリティマネジメント
システムの2013年版が発行されました。これらのMS

環境目的及びそれを達するための計画策定
⇒追加［6.2.1 環境目的／ 6.2.2 環境改善プログラム］

⇒追加［7.4.1 一般／ 7.4.2 内部コミュニケーション／ 7.4.3 外部コミュニケーシ
ョン及び報告］
8

運用
8.1

運用の計画及び管理

⇒追加［8.2 バリューチェインの計画と管理／ 8.3 緊急事態への準備及び対応］
9

パフォーマンス評価
9.1

監視、測定、分析及び評価

⇒追加［9.1.1 一般／ 9.1.2 順守評価］

環境固有の要素として追加される箇条の一覧を示します。
現行版（ISO 14001：2004）から2015年度版への移行
において留意が必要となるポイントは以下の通りです。
◉全体として、手順（書）は求められず、結果（～を確実
にしなければならない）が要求されます。
◉経営者は、EMSを戦略レベルを含む事業プロセスに
統合することによって、そのリーダシップを実証しな
ければなりません。また環境目的を達成するためのプ
ログラムにおいては組織の事業プロセスへの統合方法
を示すことが求められます。
［ 関連箇条（以下同じ）
：
5.1 ／ 6.2.1 ／ 6.2.2］
◉気候変動、資源の枯渇、生物多様性など企業を取り巻
く外部の環境状況が、活動、製品・サービスに与える
影響を含めて内部・外部の課題を決定することが求め
られます。
［ 4.1］
◉管理範囲として上流側（サプライヤ）だけでなく、下
流側も含めてバリューチェイン／ライフサイクルの考
慮が求められます。例えば、商品及びサービスの使用
時から最終廃棄に至るまでの潜在的な著しい環境影響

第1次委員会原案（CD.1）に1300件近い意見が寄せら

に関する情報提供の必要性などについても考慮の必要

れたために第2次委員会原案の発行が遅れ、ISO発行は

があります。
［ 4.3 ／ 8.2］

現時点では2015年5月となる見込みです。表2にISO

◉リスク及び機会は、法的及びその他の要求事項や、世

14001の第1次委員会原案において、附属書SLに対して

評などによる事業リスク及び、基準を定めて決定された

6 
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著しい環境側面を考慮して決定することが求められま

◉サービス業などへの配慮から、用語の定義が変更され

す。またリスクに対応する行動の選択肢として、回避、

ています。
（ 製品 → 商品及びサービス／設計・開発 →

緩和、受容、機会追及が示されています。
［ 6.1 ／ 6.1.2］

開発／作業環境 → プロセス環境）

◉主要な指標により、組織のパフォーマンスを評価・分

また監視機器、測定機器の管理や設計・開発の要求事

析するための基準を設定することが求められ、MSの

項が簡素化されています。不適合製品についても具体

有効性評価がはじめて導入されます。内部監査におい

的処理は現行の要求事項が「注記」に示されることと

ても現状の「適切に実施」から「有効に実施」とされて

なっています。
［ 7 ／ 8等］

います。
［ 9 ／ 9.2］

◉QMSを構築するための前提条件（組織の目的、外部・

◉文書と記録は区別せず、形式及び媒体を問わず、あら

内部の課題など）を明らかにするとともに、利害関係

ゆる情報源からとった文書化された情報との扱いとな

者のニーズと期待を考慮した適用範囲の決定が求めら

ります。また、他のMSとの相互関係を示すことが求

れます。適用除外の規定は今後の検討課題です。
［ 4.1

められます。
［ 7.5］

／ 4.2 ／ 4.3］

3. ISO 9001改定のポイント
表3にISO 9001の委員会原案において、附属書SLに
品質固有の要素として追加される箇条の一覧を示します。

◉未だ多くのユーザに十分理解されていないとされてい
る「プロセスアプローチ」の要求事項が具体的に示さ
れています。
［ 4.4.2］
◉リスクにもとづく考え方が導入されます。詳細な要求

現行版（ISO 9001：2008）から2015年9月発行予定の

はなく、規格の随所にクレームや品質事故あるいは顧

改正版への移行において留意が必要となるポイントは以

客満足度向上、市場拡大などのリスクと機会について

下の通りです。

考慮することが求められます。
［ 6.1］

◉ISO 14001と同様に、QMSの事業プロセス（基幹／

◉固有技術の進化・向上が重要であることを背景として、

支援／マネジメントなどの各プロセス）への統合が求

商品・サービスの適合性に必要な知識の管理が要求さ

められます。また結果が要求されることも同様です。

れます。
［ 7.1.5］

［5.1.1 ／ 5.1.2］
表３ ISO/CD  9001で追加された品質固有の細分箇条
4. 組織の状況
4.4 品質マネジメントシステム
⇒追加［4.4.1 一般／ 4.4.2 プロセスアプローチ］
5. リーダシップ
5.1 リーダシップ及びコミットメント
⇒追加［5.1.1 QMS に関するリーダシップ及びコミットメント／ 5.1.2 顧客のニー
ズと期待に関するリーダシップ及びコミットメント］
6. 計画
⇒追加［6.3 変更の計画］
7. 支援
7.1 資源
⇒追加［7.1.1 一般／ 7.1.2 インフラストラクチャ／ 7.1.3 プロセス環境／ 7.1.4
監視及び測定機器／ 7.1.5 知識］
8. 運用
⇒追加［8.2 市場ニーズの決定と顧客との相互作用（8.2.1 一般／ 8.2.2 商品
とサービスに関する要求事項の明確化／ 8.2.3 商品とサービスに関する要求
事項のレビュー／ 8.2.4 顧客とのコミュニケーション）］
⇒追加［8.3 運用計画プロセス］
⇒追加［8.4 外部からの商品とサービスの提供の管理（8.4.1 一般／ 8.4.2 外部
提供の管理のタイプと程度／ 8.4.3 外部提供者のための文書化された情報）］
⇒追加［8.5 商品とサービスの開発（8.5.1 開発プロセス／ 8.5.2 開発管理／
8.5.3 開発の移転）］
⇒追加［8.6 商品の生産とサービスの提供（8.6.1 商品の生産とサービスの提供
の管理／ 8.6.2 識別及びトレーサビリティ／ 8.6.3 顧客又は外部の提供者の
所有物／ 8.6.4 商品とサービスの保存／ 8.6.5 引渡し後の活動／ 8.6.6 変
更の管理）］
⇒追加［8.7 商品とサービスのリリース］
⇒追加［8.8 不適合商品とサービス］
9. パフォーマンス評価
9.1 監視、計測、分析及び評価
⇒追加［9.1.1 一般／ 9.1.2 顧客満足／ 9.1.3 データの分析と評価］
10. 改善
⇒変更？
［10.2 改善 ]

◉文書化された情報の考え方はISO 1 4 0 0 1と同様です。
現行規格の品質マニュアル及び、6つの手順書の要求
事項はありません。品質マニュアルは業務マニュアル
に組込んでなくすことも可能となります。
［ 7.5］
◉要求事項が細分化され、変更管理が重視されます。
［ 6.3
／ 8.1 ／ 8.6.6］
◉従来のサプライヤの管理から、外部から提供されるす
べて（供給者から購買した製品、アウトソースしたプ
ロセス、機能など）が管理対象となります。また管理
方法と程度は、リスクに基づくことが要求されます。
これに伴い、用語も定義が変わります。
（ 供給者 → 外
［ 8.4］
部プロバイダー／外部からの供給）
◉現行版に比べ改訂版では、結果であるパフォーマンス
がより重視されます。
［ 4.4.2 ／ 7.2 ／ 7.3 ／ 8.3 ／ 9.1 ／ 9.3］

4. 充実した規格改正対策セミナー
JACOでは、改正の最新情報はもとより対応策の各種セ
ミナーを開設していますので、どうぞご活用ください。詳
細は巻末のスケジュール一覧をご覧ください。また、下期
にも新セミナーを続々と開講しますので、JACOホームペ
ージをぜひともお見逃しなく。よろしくお願いいたします。
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社会の安心・安全を支える
制御システムのセキュリティとCSMS
新規事業推進部

参事

羽田野 尚登
ィ対策が主に機密性重視の傾向にあるのに対し、制御シ

今、制御システムが危ない

ステムの場合は可用性重視となる傾向にあります
（図1）
。

電気・ガス・水道などの社会インフラ、工場・施設をコ

このような状況を鑑み、経済産業省は2011年に制御

ントロールする制御システムのセキュリティが注目されて

システムセキュリティ検討タスクフォースを発足させ、

います（例：発電システム、生産システム、ビル管理シス

制御システムのセキュリティ課題に取り組んできまし

テム等）
。制御システムのセキュリティには、社会インフ

た。タスクフォースでは、次のようなテーマで官民一体

ラの運営事業者だけでなく、工場・施設の管理者、電機各

となった検討が行われました。

社の制御システム事業者など、
多くの人が関わってきます。
これまで、情報システムのセキュリティ対策は積極的な

◉国際標準化の推進
◉評価・認証スキームの構築

取組みが行われてきましたが、制御システムに関しては必

◉テストベッド
（実証実験環境）の構築

ずしも十分ではありませんでした。今、日本の基盤を支え

◉インシデント対応体制の構築

る制御システムのセキュリティ脆弱性が懸念されています。

◉人材育成・普及啓発の推進

制御システムセキュリティの課題と対応

制御システムセキュリティ規格IEC 62443

従来、制御システムは、一般的な情報システム（ITシ

タスクフォースのテーマのうち国際標準化の推進と評

ステム）とは異なり、独自仕様の採用、閉ざされたネッ

価・認証スキームの構築に関連して、制御システムのセ

トワークなどのため外部からのセキュリティ攻撃の脅威

キュリティのための汎用的な国際標準の必要性が高まっ

に晒されるリスクが低い状況にありました。

てきました。これまで、制御システムのセキュリティに

しかしながら、利便性向上やコスト削減のため、情報

関しては、業界・分野ごとに国際標準や業界標準が策定

システムと同様の汎用的なオープン製品が採用された

されています。
（ 例：IEC 6 2 2 7 8 鉄道分野、WIB基準：

り、ネットワークについても情報系のネットワークや外

石油・化学分野、IEC 61850：電力、etc）

部との接続が行われるようになってきました。このため、

その中で、汎用的で広範な標準化領域に対応するも

情報システムと同様のセキュリティ対策が必要となって

のとして、IEC 62443「 産業用通信ネットワーク-ネッ

きています。ただし、一般の情報システムのセキュリテ

トワーク及びシステムセキュリティ」が着目されていま
す。IEC 61443規格は、図２のようにIEC 62443-1から

制御システム
サービス製品

情報システム
対象

IEC 6 2 4 4 3-4 の4パート12規格が策定されつつありま
す。
（ 2013年9月時点では、4規格が発行済み）

情報

このうち、評価・認証スキームの構築として進ん
でいるのが、IEC 62443-2に関係するCSMS（ Cyber

完全性
機密性

優先順位

可用性

機密性

Security Management System）認証とIEC 62443-4

完全性

に 関 係 す るE D S A（ Embedded Device Security

可用性

Assurance）認証です。CSMSとしての要求事項であ
るIEC 6 2 4 4 3-2-1 は2010年11月 に 発 行 済 み で す が、

図 1 制御システムと情報システムのセキュリティの違い
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IEC 6 2 4 4 3-4関連の規格については、米国のISCI（ ISA

IEC 62443-1
全般

生産管理
システム

リモート
アクセス装置

CSMSの 構 成 要 素 を 図3に 示 し ま す。
CSMSの要求事項は、リスクマネジメン

ファイアウォール

キュリティマネジメントシステムISMS
の要求事項とは非常に関係があります。

制御系情報ネットワーク

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）
監視・制御
コントローラ

IEC 62443-3
技術・システム

装置ベンダ

インテグレータ

事業者

トプロセスをベースとしており、情報セ

CSMS認証
IEC 62443-2
管理・運用・プロセス

情報
ネットワーク

制御ネットワーク
センサ・製造装置・
制御機器等

IEC 62443-4
コンポーネント・装置

の報告書［2］によれば、CSMSの126の要
求事項のうちの100の要求事項は、ISMS
の要求事項に一致するか関連するもので
あり、26の要求事項はCSMSとして追
加された要求事項となっています（図4）
。

EDSA認証

したがって、ISMSと併せてCSMS認証

図 2 制御システムセキュリティ標準 IEC 62443

Security Compliance Institute）で先行している制御
システムコンポーネントの製品認証基準EDSAをベー
［1］
スに国際標準化することが進められています。

サイバーセキュリティマネジメント
システムCSMS
制御システムのセキュリティマネジメントシステム
事業上の根拠

保守装置

リスク分析

リスクの識別、
分類
及びアセスメント

をすることは可能であり、ISMSに業界
固有標準としてCSMSの差分をアドオ
ンすることも検討されています。

CSMS認証のメリット
CSMS認証は、主に制御システムを運用する事業者を
対象に、安心・安全なシステム・サービスの実現に大き
く寄与しますが、関係するインテグレータや装置ベンダ
にも次のような認証取得のメリットが考えられます。
（1）トータルセキュリティソリューションの提供
単なるシステム・装置だけの提供でなく、運用管理・
運用サポートを含むトータルソリューションを提供すること

CSMSによるリスクへの対処
セキュリティ方針、
組織及び意識向上

選択した
セキュリティ対抗策

導 入

は、日本企業の国際競争力を高めることにつながります。

CSMSの適用範囲

要員のセキュリティ

リスクマネジメント
及び導入

また、これからの発展が期待されるスマートコミュニティ

セキュリティのための
組織編制

物理的及び環境的
セキュリティ

システムの
開発及び保守

スタッフの訓練及び
セキュリティ意識向上

ネットワークの分割

情報及び文書の管理

事業継続計画

アクセス制御ー
アカウント管理

インシデントの
計画及び対応

セキュリティ方針
及び手順

アクセス制御ー
認証

CSMSの監視及び改善

（2）CSMS指向の製品開発
CSMSの運用スキル・経験に基づく、現実的な運用
を意識したシステム及び装置を開発することが可能とな
り、商品価値の向上が期待されます。

アクセス制御ー
認可

適 合

分野でもCSMS 対応が必要となると予測されます。

CSMSのレビュー、
監視及び維持

図 3 CSMSの構成要素
CSMS 126 要件
100
26
ISMS（ISO/IEC 27001） CSMSでの
に一致もしくは
追加要件
関連要件有
◉リスク評価、
管理
（4）
◉物理的セキュリティ
（2） ◉情報・文書管理
（1）
◉セキュリティ組織、
訓練
（3） ◉アクセス制御
（7）
◉インシデント対応
（2）
◉要員セキュリティ
（2）
◉システム開発・保守
（3） ◉CSMSの監視・改善
（2）

図 4 CSMSとISMSの関係

CSMS認証は、2013年5月にJIPDEC（一般財団法人
日本情報経済社会推進協会）によりパイロット認証のた
めの組織が公募され、2014年度の試行評価拡大、2015
年度の認証の本格普及に向けて動き出しています。
JACOは認証機関として、CSMS認証制度の本格的運
用に向けて取り組んでいます。CSMS認証に興味がある
方は、ぜひJACOにご相談ください。
〈 参考文献 〉
［ 1 ］CSMS/EDSA 認証導入に向けたパイロットプロジェクト
IPA, 2013 年 3月
［ 2 ］制御システムにおけるセキュリティマネジメントシステムの構築に向けて
IPA, 2012 年 10月
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イツワ商事株式会社

経営と一体化した
統合マネジメントシステムの構築
品質保証部
部長

足立 收
会社紹介
イツワ商事株式会社（以下当社とい

主任内部監査員

前川 愛

様

様

統合化へのステップアップ
1. 背景

イツワ商事株式会社 ホームページ
http://www.itsuwa.co.jp

ことに苦労いたしました。
❖ 統合内部監査

う。）は、大阪中央区の本社を起点と

商社である当社は、サプライチェ

統合の内部監査を行うにあたって、

してアジアを中心に、世界規模のお

ーンの真ん中に位置し、2008 年リ

監査員の力量アップが課題でした。

客様に対して、品質・価格・スピー

ーマンショックの影響を川上 / 川下

監査員の力量不足を補う為、チェッ

ドをモットーにお客様に極上のサー

企業から受けたことにより経営が悪

クリストの充実に取り組み、統合内

ビスをご提供したいと活動する貿易

化。早期回復を目指すには、売りが

部監査のポイント、質問例を記載し、

商社です。海外営業部門、国内営業

下がっても利益の出る強靭な体質の

効率良く監査が行えるよう配慮しま

部門を筆頭として、お客様のニーズ

構築が必須と判断し、それまで主力

した。今後は監査員の育成に注力し、

にお応えした製品開発、部材調達・

であった調達ビジネスから、自社で

マネジメントのできる人材を増やし

開発提案できるビジネスへと、大き

ていきたいと考えています。

販売を行っています。そして、
本社に品質保証部、東大阪市に物
流センタ、QC センタを擁し、様々な
品質問題に即応できる体制を構築し

く舵を切る決断を行い、改革を始め
3. 統合化の効果

ました。
そ ん な 中、 当 社 の 桑 原 社 長 か ら

本来の経営に、品質 MS、環境 MS

「ISO 活動をより事業に直結する経営

を取り込み、共通化を行ったことで、

システムにしたい」という強い思いを

管理する文書数は減り、審査コスト

受け、経営と一体化した統合 MS の

も削減できました。また、統合化に

マネジメントシステム（以下、MS

構築を始めました。当社規模（社員数

際し、社員教育として統合 MS の教

という。）の確立を目指して、JACO

約 100 名）であれば、統合化が行い

育を行ったことにより、コンプライ

様 の 審 査 の 下、2002 年 3 月 に 環 境

やすく、品質・環境両システムのシ

アンス、PDCA サイクル、経営の基

MS、2004 年 3 月に品質 MS を認証

ームレス化により、本来の経営を強

本でもある 5S の重要性について再認

取得し、2012 年には JACO 様より、

化することが可能であると考えたか

識する機会となり、新たな方向へ社

環境MSの10年継続賞を頂きました。

らです。

員のベクトルを合わせることができ、

ております。

ISO活動の歩み

そして 2013 年 2 月に、初めて統合

経営結果も必然的について来ました。

での審査を受審し、更新審査に合格。

2. 苦労したこと

統合 MS 証明書を頂きました。

❖文書の統合化

今後の取組み

10 年 の ISO 活 動 を 通 じ て、 毎 月

品質、環境について、これまで構

お客様から選ばれる企業であり続

ISO 会議を欠かさず開催し、達成状

築してきた文書を見直し、まずはマ

ける為には、信頼できる仕組がある

況の確認、課題の炙り出し、課題対

ニュアルの統合化から始めました。

ことが重要です。それ故、社内にマ

策の議論を行っております。

両システムを十分理解してい る人材

ネジメントのできる人材をいかに増

当社の活動の特徴は、活動の成果

が少なかった為に、文章の落とし込

やすかが鍵です。今後は統合 MS を

を経営数値（財務諸表等）でも評価で

みの改版を重ね、着手から完全統合

ベースに、商社として必要な、外国

きるよう、事業計画にも落とし込み、

に至るまで、かなり時間を要しまし

貿易 CP、ACSMS、ISMS、BCMS（＊）

経営と一体化した ISO 活動を推進し

た。マニュアルの完成後は順次下位

の各種 MS との融合を進め、社員の

ていることです。

規定の統合化を行っていきましたが、

力量アップと共に、更なる経営強化

スリム化しながら仕組を整えていく

を図って参りたいと考えております。
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（＊）外国貿易CP=安全保障貿易管理CP、ACSMS=航空貨物保安対策MS、
ISMS=情報セキュリテイMS、BCMS=事業継続MS

CUSTOMER VOICE 2

君津システム株式会社

地質汚染の調査浄化に限定した
ISOの活用
常務取締役

大下 裕之

君津システム株式会社 ホームページ

様

地質汚染とは……

http://www.kimitsu-system.com/

理装置は浄化期間中の仮設に過ぎず、

する。
」を前面に出して多彩な機能を

機能最優先とした超低コストの処理

提供し続けること、②海外からの需

地質汚染とは、有害物質による地

装置を独自開発してリース提供で活

要増加に対応したサービス展開を積

下空気汚染・地層汚染・地下水汚染

用いただいている。また、浄化過程

極的に推進すること、③地質汚染に

の 総 称 で あ り、 後 付 け な が ら 大 衆

では常に最適運用を追究して浄化促

対する正しい解決方法について各種

で乱活用されている土壌汚染もこ

進を図り、進捗状況をビジュアル化

メディアやセミナーを通じて社会へ

の 中 に 包 含 さ れ る。 君 津 シ ス テ ム

して当事者のみならず所掌行政と情

の啓発を発信し続けることの 3 点を

は、地質汚染に対する国内唯一の確

報を共有しており、浄化作業の完了

明確に追加した。改訂から半年以上

立された調査浄化技術群の総称であ

時には「浄化完了確認調査」を再度行

経過した現時点では、グループで取

り、1980 年代から千葉県君津市に

い、完全浄化を裏付ける証拠書類を

り組んできたことも相俟って、完全

奉職していた鈴木喜計が構築した調

発行している。

浄化サイト件数の積み上げは云うま

査・浄化の技術群である。地質学を

さらに、調査から浄化完了に至る

でもなく、顧客満足度の向上、海外

ベースに、理学・工学・化学・社会

までの一連作業では前述の特許・技

への展開、そして社会への情報発信

学など学際的な知見と技術を体系

術群を自営で駆使する、まさにゆり

件数の増加を快調に実現できている。

化した唯一のトータルソリューシ

かごから墓場まで責任をもって多彩

ョン技術といえる。その特異性は、

な機能を提供し続ける唯一の専門企

Quality,Cost,Delivery 三 拍 子 揃 っ

業であると自負している。

た技術で完全浄化を保証するもので

今後について
ISO 導入から 6 年が経過した。一般
に万事漏れなく共有するシステム老

ISO統合システムの活用と
その成果

化によるマンネリ化は否めず、その

Communication の構築、つまり情

君津システムでは、
「品質により厳

道具として活用し続けていく上での

報提供とその共有により積極的な問

しく、環境により優しい」の実現手段

課題が二つある。一つ目は内部監査

題解決を積み重ねてきた。

として導入した ISO を経営にリンク

を梃子入れにして人的物的資源の質

させるため、
「地質汚染の調査および

向上を実現していくための仕組み作

浄化」に限定した統合マネジメント

り、二つ目はシンプルで使い勝手の

システム（IMS）で認証取得を行った。

良いスマートな文書・様式類へと再

率良く全面解決するための調査・浄

さらに関連 2 社とスクラムを組み地

整備して地質汚染調査浄化に限定し

化技術群を揃えている。調査技術に

質汚染調査浄化を自前で効率良く実

た IMS を進化させていくことである。

おいては、非破壊で簡便に地下空気

現するため、2 年次定期サーベイラン

雑談付きコーヒーブレイクを愉し

汚染を測定できるグラウンドエア・

スからグループ認証で IMS の運用展

む形式張りの ISO 認証審査や試験勉

システム（GAS）や狭隘な場所でのオー

開を推進してきた。そして、ISO 取

強の如く終日書類完備に束縛される

あ り、 当 事 者 の み な ら ず 行 政 や 周
辺住民を巻き込んでの Public Risk

君津システムの独自技術
君津システムでは、地質汚染を効

ため今後国内外問わず IMS を有効な

ルコア地質ボーリングを可能にした

得後 6 年を経過した今年正月、組織

エコポータブルドリリングマシンな

の更なるアドバンスと活性化を目的

「仏作って魂入れず」のことわざ通り

どがあり、それらの調査結果を地下空

として風化しつつある品質・環境方

にならぬように、実は形式に囚われ

気汚染等濃度線図や立体像の再現な

針を改訂した。その改訂ポイントは、

ずに初心を込めて ISO の中身を磨き

ど視覚化する特許技術も有している。

①最大の企業価値である「いつまで

上げていくことが最も重要なのであ

浄化技術に関しても、汚染浄化処

に、いくらかけて、完全浄化を保証

ろう。

審査前の会社行事をよく耳にする。
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CUSTOMER VOICE 3

株式会社テルム

統合マネジメントシステムの取組み

（EMS・ＱＭＳ・ＯＨＳＭＳの統合）
顧問

株式会社テルム ホームページ

蜂屋 利巳 様
はじめに
当社は、1961 年に東京芝浦電気株

http://www.term-g.co.jp/

ら全社に浸透を図る事としました。

MS統合の方針、施策

の考え方を徹底し、WG の検討を効率
的に進めました。
また（3）新たな統合 MS での内部監

式会社（現（株）東芝）の環境保全を担

MS 統合にあたり方針は、
（1）統合

査要員が不足する事は当初からわかっ

当する会社として設立、その後、漸

する MS は「軽く（スリム）
」
、
「分かり

ておりましたので、事務局で人選、実

次業容を拡大、現在では東芝グルー

やすく」、「使える（有効）」ものとす

施部門のご理解を得つつ、計画的に事

プ外のお客様にも総合的に環境ソリ

る。
（2）システムは、現行規格を包含

前教育を行いました。尚、社内で解決

ューソンを提供する企業に発展して

し、ISO ガイド 83 に準拠する事で、

できない課題については、JACO 殿

まいりました。また経営管理の基幹

標準化動向を先取りする。
としました。

と協議させて頂きました事も、順調に

である環境、品質、労働安全衛生の

また、これを実現する為の施策は、

進める事ができた要因と考えておりま

マネジメントシテム（以下 MS と略）

（1）E/Q/O の 3MS の共通部分を極力

についても ISO 規格等に基づく構築

統合する。
（2）3MS それぞれ独自の

と運用に業界でいち早く取り組んで

マニュアルは、既存の資源を活用しつ

まいりました。

つ、ひとつのマニュアルに集約する。

す。

MS統合の成果と
今後の取り組み

しかしながら、製造業の海外進出を

（3）3MS の審査スケジュールならび

統合システムの運用を始めて約 9 ケ

始めとする事業環境の変化に見合った

にステージを統一する。
（4）3MS 毎

月が経過しました。計画当初の経済的

MS の運用や、長年の運用による MS

に異なっていた推進組織体制の統合、

な目標である「システム運用に係わる

の肥大化などの課題も抱えていまし

役員クラスの役割と責任の明確化、運

延べ人員の 30% 削減、総工数の 1/3

た。このような状況において実務担当

用のための会議体の見直しを行う。の

化」についてはまだモニタリングの状

ベースから問題提起が行われ、その解

4 項目とし、各施策間で整合を図りな

態ではありますが、達成が視野に入っ

決策として、外部の認証を取得してい

がら並行して推進しました。

てきた状況にあります。また、コンサ

る 3 つの MS の統合が、トップダウン
で決定されました。

統合MSへの活動推進の
枠組み

PJ推進にあたって
想定された課題の対応

ル事業についても既に引き合いを頂戴
するなど、まずは順調に立ち上がった
と評価しております。

方針や施策の検討と同時に、PJ 推

今後は、統合 MS の継続的な改善を

進にあたって想定される課題について

進めると共に、統合 MS と当社がイノ

MS の統合にあたっては、当社の

も、開始時点で議論、WG メンバ内で

ベーション活動のドライバとして取り

MS コンサル事業の新たなサービスメ

基本コンセンサスをとり、作業の後戻

組んでおりますバランス・スコア・カ

ニュー化も狙い、全社 PJ とし、MS

りの発生を極力押さえ込む事としまし

ードの位置づけの整理を進め、経営改

の根幹になる統合マニュアルの作成に

た。特に効率化の為に、可能な限り統

善への一層の寄与を図ってまいりま

ついては、コンサル事業の担当部門、

合する項目や範囲を大きくする事とし

す。

各 MS の事務局等が徹底的にレビュー

ましたが、その反面で（1）現行 3MS

を行う集中的な WG を設置し、推進す

で微妙に異なる要求事項については、

提供いただいた JACO 殿に厚く御礼

る事としました。

徹底した議論をした上で固有として残

申し上げます。

また、経営層に大筋の考え方や枠組

す。
（2）文書・記録様式の汎用性の限

みを報告・確認すると共に、実務部門

界は、規程上の様式は EXAMPLE と

へも適宜情報を開示し、運用開始前か

し、実施部門の自由度を確保する。等
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最後になりましたが、発表の機会を

CUSTOMER VOICE 4

株式会社中津山熱処理

ＩＳＯで会社も社員もHAPPYに！
工場長

永井 乙彦

株式会社中津山熱処理 ホームページ

様

当社は、新潟県長岡市にて、真空

http://www.nakatsuyama.com/

がない」などの様々な話を周囲の

熱処理・真空ロウ付け・イオンプレ

会社から聞き、メンバー間でも

ーティングなどを行っております。

不安がありました。その為、同

各種金型・自動車部品・産業機器部

時取得への活動スタートにあた

品など、主に強度を求められる部品

り、
「どんな仕組みにしたいか？」

の処理を行っており、日々、お客様

「何のために QMS や EMS に取り

のニーズに応えられる様、品質の安

組むか？」とメンバー間でじっく

定・技術力・提案力の向上に努めて

りと話しあいました。その際に、

おります。

認証取得の経緯
今年 3 月、ISO 9001/ISO 14001

▲2013年・集合写真

「当社はまだ、当たり前のことが
できていない。
」
「お客様も満足し、結

繋がるか」を考え、取り組んできまし

果、自分達の給料も良くなって従業

た。結果、今回の取り組みを通して、

員も満足するような取り組みにしよ

これまで慣習的に行ってきたことを

同時に認証取得しましたが、スター

う！」などの意見があがり、
「ISO は、

再度見直すための基準作りができた

ト当初は、認証取得を考えていませ

当たり前のことをしっかり行うこと

と思っています。

んでした。当社は 23 名と小規模で、

で、自分達が HAPPY になるための

審査前は、現状業務を形にするこ

ISO 専任担当者の配置もできず、顧

規格である」と、メンバー間で共通認

とが中心でしたが、初動審査・本審

客からも ISO 9001 に準じた仕組み

識をもち、スタートしました。

査と受審し、指摘を受け、どう やっ

があれば良い、という要求のみでし
たので、まずは 2 名で規格の理解を

取り組み内容

て改善しようか？と試行錯誤する中
で、QMS/EMS の理解が深まり、こ

進めながら、QMS 構築をスタートさ

QMS の 取 り 組 み に お い て、 再 加

れまで以上に主体的な活動が生まれ

せ、認証取得というよりも、
「品質

工（やり直し）が多い工程を改善すべ

ました。審査を受け認証取得を行っ

管理の仕組みを強化して、作業のバ

き問題点として取り上げ、現場担当

たことが最終的には社員の刺激とな

ラツキを低減させたい」
「社員に品質

者と相談しながら、加工状況が見え

り、また、メンバーの達成感にも繋

管理の知識・意識をもっと持っても

やすくなるように集計方法を工夫し、

がりました。

らいたい」という目的で取り組みま

改善後の目標値を部門品質目標の一

した。試行錯誤を繰り返し 4 ヶ月後、

部とするなど、担当者だけでなく部

ようやく品質マニュ アル作成までた

門の問題として複数名で解決策を考

審査後、メンバーの発案で、社内

どり着いたという時に、今度は、別

えるような仕組みにしました。EMS

アンケートを実施し、業務上の課題

のお客様から EMS についての“第三

においても、油や有機溶剤の保管量

や日々の疑問を社員から挙げてもら

者認証を受けてみては？”という話が

について、法規制とあわせて見直す

い、QMS/EMS の仕組みの中で解決

今後の取り組み

あがり、急きょ、メンバーを 5 名に

ことで、余計な在庫を減らすことが

することで、もっと、社員にとって

増やし、10 か月後の同時取得へ向け

できました。

身近で役立つツールに変えていこう

て再計画・スタートすることになり
ました。

同時取得へ向けた取り組み方針
ISO に関しては、
「取得しても効果

これは一部の事例ですが、これま

と活動しています。目立った成果こ

で、当たり前のことができていなか

そまだ少ないですが、取り組み当初

ったということを、社員一同再認識

の想いを忘れずに、今後も社員一人

し、
「当たり前のことを確実に実行す

ひとりの笑顔を増やす活動として取

ることがいかに自分達の HAPPY に

り組んでいきたいと思います。
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CUSTOMER VOICE 5

山形ゼロックス株式会社

CSR実践の輪かねやま絆の森
コンソーシアムが築く
“お客様との絆”
平成25年度山形県環境保全推進賞 県知事賞受賞までの歩み
取締役

経営企画室長

本田 厚

山形ゼロックス株式会社

様

当社は平成 14 年に環境マネジメン

http://www.yamagata-xerox.co.jp/

の交流についてもチャレン

トシステム ISO14001 を認証取得し

ジしてきました。こうして

ました。現在は CSR を活動の中心と

参加者は毎回の活動の中に

し、平成 22 年に「やまがた絆の森協

小さな CSR を感じ、一人一

定」を山形県、森林所有者の有限会社

人が CSR の実践をよく理解

三英クラフトと結び、地元金山町の

したうえで、いきいきと活

協力のもと、従業員とお客様による

動するようになりました。

森づくり活動を行っております。活

現地活動のシーズンが終

動は冊子やホームページを利用して

わると冬の間は、森づくり

積極的に情報を発信し、また環境セ

関係者や参加企業と一緒に

▲異業種ながら県内のEMS認証企業が3社集まって活動

ミナーへの参加など、企業の森づく

「CSR活動として企業の森づくり」
や、

り活動について参画組織が力を合わ

「やまがた絆の森プロジェクト」の啓

せ啓蒙・普及を行っております。

ホームページ

ます。今年は当社創立 30 周年でもあ
り、節目に花を添える良い形での受

蒙活動を精力的に行っております。

賞となり喜びもひとしおとなりまし

セミナーでは、活動報告のほか、関

た。

かねやま絆の森の
活動内容と成果について

係組織（山形県、金山町、森林所有者）

受賞した活動テーマは主に、森づ

と参加企業によるパネルディスカッ

くり活動の内容となっておりますが、

私達は山形県最上郡金山町で年 3

ションを行い、多くの企業にそれぞ

最終選考でのヒアリングでは、森づ

回（春～秋）の現地活動を行っていま

れの立場で生の声を届けることがで

くりの前段となった、業務の効率化

す。森の保育を通し、森の生態系や、

きました。

を環境活動として「仮想の森コンテス

人と森の関わりについて学んでいま
す。森に入れば皆がフラットでフラ
ンクな関係になり、新しい絆が生ま

業務とEMSを融合させた
活動も受賞評価のひとつ

ト」を展開し、メーター自動検針や口
座引き落としの推進を 従業員とお客
様が一緒に行ったことが森づくりの

れます。4 年間を活動してみて、異

こうした CSR の実践が多くの方に

きっかけであるという点にも興味を

業種の組織同士でも力を合わせるこ

認知され、今年 6 月、当社は平成 25

示されました。環境活動と業務を融

とは可能であり、お互いの強みを持

年度の環境保全推進賞の「山形県知事

合し、業務品質の向上や経費削減に

ち寄ることで何倍もの力に変わるこ

賞」を受賞しました。評価ポイントと

も大きく貢献できたことも、最終的

とを、これまでの実践により確信し

しては、地球温暖化を防止する低炭

に評価につながったようです。

ました。

素社会を目指して地域や顧客企業と

今、当社では環境 ISO も情報セキ

活動の午後は、地域のタカラモノ

連携・協力し、CSR 活動として「企

ュリティ ISO も、CSR 活動の一部と

探しをテーマに交流活動を実施して

業の森づくり活動」に積極的に取り組

してあたりまえに捉え、いかに経営

います。森の保育作業だけでなく、

んでいること、情報発信や啓蒙・普

に貢献するかを従業員達が考える光
景が見られるようになりました。

植菌活動で収穫したシイタケやナメ

及活動を通してその活動の輪を広げ

コなどを地域の特別養護老人ホーム

ている事などとありました。2009

森づくりで植樹した杉苗は 4 年経

に寄贈したり、地域の方々が自立し

年の CSR カンパニー宣言から 4 年目

ち、大人の背丈ほどに成長しました

て廃校を利活用し町おこしをした話

にして 山形ゼロックスの日々の積み

が、人もまた然りで少しずつ森と一

を聞いたり、町内の交流施設で森の

重ねが、周囲からの評価としてこの

緒に成長していることを感じた受賞

コンサートを開いたりと地域住民と

ような受賞につながったものと思い

となりました。
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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。

2013 年下期スケジュール
コース
【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース 5日

10月

東京

7〜11

大阪

28〜11/1

【CEAR承認】
［CPD15時間相当］ 東京
審査員資格更新リフレッシュコース 1日 大阪

内部環境監査員
養成コース 2日

開

開催
場所

11月

22

1〜2
14〜15 5〜6 14〜15 13〜14
3〜4
21〜22 25〜26 24〜25 30〜31 20〜21 27〜28

札幌
仙台

17〜18
9〜10

大阪

New EMSと事業プロセス
との一体化

東京

7

8

大阪

7

東京

4

大阪

23

東京

25

大阪

23

東京

5

6

内部監査員
養成コース 2日
労働安全衛生
マネジメント
システム

3

大阪

4

東京

24

19

大阪

17

東京

18〜19

11〜12

大阪

28〜29

24〜25
3〜4

東京

18

大阪

28

名古屋

11
24
3

金沢

17

福岡

11

東京

19

12

大阪

29

25

名古屋

4

東京

オンデマンドWebセミナー配信計画中

大阪
東京
大阪

6〜8

19〜21

16〜18

東京

26〜28
27〜28

大阪

11〜12
19〜20

名古屋

11〜12

構築実務
コース 2日

東京

1〜2

9〜10

大阪

25〜26

規格解説コース
1日（内部監査
1日目と共同）

東京

27

大阪

11
19

食品安全MS

FSMS審査員/主任審査員
トレーニングコース 5日

東京

内部監査員養成コース 2日

東京

ISO 22000の規格解説 1日

東京

26

管理手法からのFSMS構築 1日

東京

27

M
S

役立つ食品関連法の解説 1日

東京

FSSC 22000内部監査員養成コース 2日

東京

21〜22

FSSC 22000規格解説 1日

東京

8

24〜25

28
13〜14
29

環境法と関連地方条例の解説 １日（東京、仙台、金沢、名古屋、福岡）

2月

3月

10

4

大阪

31

4〜5

東京

2013年12月〜2014年1月順次開講予定

大阪

24〜28
20〜24

大阪
東京

21〜22 27〜28 25〜26 16〜17 17〜18 20〜21

大阪

24〜25 11〜12 16〜17

7〜8

6〜7

10〜11

札幌
仙台
金沢

12〜13

福岡

17〜18

New 分かりやすく効果的な
内部監査の方法（QMS）1日

28

ISO 9001：2008
規格要求事項解説コース 2日

東京

3〜4

大阪

7〜8

ISO 9001：2008
規格の解説コース 1日

東京

3

大阪

7

ISO 9001に求められるリーダー
シップ 〜ISO 9001 経営者・
管理者コース〜 半日
New QMSの運用改善コース
〜ムリな仕組み、
ムダな文書をなくす〜

東京

大阪

28

12月以降開講日調整中

19

10〜11

10

オンデマンドWebセミナー配信計画中

大阪
東京

1

24

26

大阪

12

【JRCA登録】
品質審査員CPD 7.5時間

東京

29

大阪

18

【JRCA承認】ISMS審査員
研修コース 5日

東京

16〜20

大阪

9〜13

New【JRCA登録予定】
ISO 27001改正規格との差分
（ISMS CPD）
ISMS内部
監査員
養成コース 2日 11月〜改正規格
への移行対応
順次予定
ISMS構築
基礎コース 2日

東京

21

大阪

14

25

12

大阪

東京

27

2〜3

17
3〜7

8

21〜22 24〜25 14〜15 26〜27 20〜21

大阪 31〜11/1
東京

31

2〜3
18〜19

大阪

5〜6

20〜21

13〜14

29〜30

17〜18

9〜10

ISO/IEC 27004
規格解説 7.5時間

東京

ISO/IEC 27005
規格解説 7.5時間

東京

17

ISO/IEC 27006
規格解説 7.5時間

東京

31

ISMS活性化
7.5時間

東京

情報セキュリティ
強化10則 7.5時間

東京

ITサービス 内部監査員
養成コース 2日
マネジ
メント
規格要求事項の
システム
解説 1日
事業継続
マネジ
メント
システム

13
20

東京

JRCA
登録
ISMS
CPD

13〜14
20〜21

プロセスアプローチ内部監査
（QMS）1日

29

1

11
20

10

東京

27〜28

東京

19

内部監査員
養成コース 2日

東京

ISO 22301：2012
規格解説コース 1日

東京

注）
上記日程については、変更する場合がありますので、
JACO 研修ホームページ http://www.jaco.co.jp/seminar/ にてご確認ください。
【お問合せ先 】
◆下記のコースにつきましては、開催日程のご希望をお伺いしております。
E-mail : info-g@jaco.co.jp
受講のご希望を info-g@jaco.co.jp へご連絡ください。
環境

25

東京 29〜30

東京

3〜7
12〜13

大阪

日
1月

名古屋

情報セキュリティ

環境マネジメントの新潮流
〜リーダーに求められる
環境力〜 半日
エネルギー
【CEMSAR承認】
マネジメント
審査員特定研修
システム
コース ３日

10

14

名古屋

環境側面と環境影響評価
研修コース 1日
（構築基礎2日目と共同）

19

29

12月

2〜6

内部品質監査員
養成コース 2日

28

東京

11月

東京

12 月以降開講日調整中

22

10月

催

オンデマンドWebセミナー
配信中

20〜21
15

２０１3年9月24日現在

開

開催
場所

ISO 14001・9001規格
改正最新情報
Web
①
（2013/2・ヨーテボリ）
②
（2012/10・アーカイブ）
【JRCA承認】ISO 9000
審査員研修コース 5日

20〜21

品質マネジメントシステム

環境マネジメントシステム

内部監査の方法（EMS）1日

規格要求事項の解説コース 1日

13〜14

20〜21

22

規格要求事項の解説コース 1日
（構築基礎1日目と共同）

事業プロセスに着目した
環境・品質マネジメント
内部監査員レベルアップ2日
規格改正
New ISO/IEC 27001
対策
セミナー 改正規格移行
解説セミナー1日

5〜6

10〜11

構築基礎コース 2日

11

大阪

福岡

チェインの環境マネジメント
（環境CPD 5時間）
New【CAER登録】EMSの
組織のビジネスプロセスへの統合
（環境CPD 5時間）

事業プロセスへの環境・
品質マネジメントの
組込み方

3〜7
7

New ：下期開催の新コースです

コース

3月

17〜18
4〜5
2〜3
9〜10
6〜7
6〜7
28〜29 25〜26 10〜11 27〜28 24〜25 20〜21

東京

New【CAER登録】バリュー

2月

東京

New 分かりやすく効果的な

法令順守とEMS
（環境CPD 5時間）

1月

4

名古屋

New【CAER登録】

12月

日

11〜15 16〜20 20〜24 17〜21 10〜14

金沢

EMSリニューアル講座 1日

催

27〜28
13

（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

（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

● 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。
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事業所の所在地
■本社（東京）

■関西支社（大阪）

〒107-0052

〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル

東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

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

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

山王パークタワー

交通案内

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

● 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

国際赤坂
ビル

■名古屋営業所

■金沢営業所

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-22-8
大東海ビル6階

〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-3
石川県鉄工会館3階

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

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

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

交通案内
●JR 名古屋駅下車

東京三菱UFJ銀行

● JR東西線

コマツビル

中部経済新聞社
ミッドランドスクエア

徒歩 7分

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

各種お問い合わせ・お申し込み
■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
■営業部・西日本営業部

Â0120-248152

東京

TEL.03-5572-1722

FAX.03-5572-1733

関西

TEL.06-6345-1731

FAX.06-6345-1730

名古屋営業所

TEL.052-587-2294

FAX.052-587-2297

金沢営業所

TEL.076-268-9375

FAX.076-268-9374

TEL.03-5572-1726

TEL.03-5572-1722

営業部

FAX.03-5572-1733

FAX.03-5572-1733

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは
技術部

TEL.03-5572-1723

FAX.03-5572-1988

技術部（関西）

TEL.06-6345-1731

FAX.06-6345-1730

■苦情やご要望に関することは
CS センタ

■各種アセスメントサービスに関することは
■新規事業推進部
東京

■登録証発行に関することは

TEL.03-5572-1741

FAX.03-5572-1756

■審査に関することは
株式会社ジェイコ マネジメントシステム

■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■審査部
審査計画
グループ

TEL.03-5572-1748

FAX.03-5572-1388

関西

TEL.06-6345-1732

FAX.06-6345-1730

TEL.03-5572-1725

FAX.03-5572-1731

■審査に関することは
TEL.03-5572-1727

TEL.03-5572-1753

FAX.03-5572-1757

編集
後記

今年は猛暑でしたが、ようやく秋を感じる季節となってきました。今回の
表紙写真は世界遺産に登録決定された｢ 富士山 ｣です。神々しく美しい
姿が映し出され、自然のすばらしさを感じることができるのではないかと
思います。今号も執筆者皆様のご協力をいただき無事に発行することが

TEL.03-5572-1745
TEL.06-6345-1732

FAX.06-6345-1730

労働安全衛生審査センタ TEL.06-6345-1732

FAX.06-6345-1730

食品安全審査センタ

TEL.03-5572-1727

FAX.03-5572-1731

国際審査センタ

TEL.03-5572-1725

FAX.03-5572-1731

審査部（関西）

FAX.03-5572-1731

株式会社 JACO CDM

東京

審査部

TEL.03-3585-8931

できました。有難うございました。これからも皆様のお役に立てるように
取組んで参りますので、
よろしくお願い申し上げます。

（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.co.jp/
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