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アンテロープキャニオンは、アメリカアリゾナ州に
ある渓谷です。 横幅が 3mほどしかない洞窟のよう
な空間は天井がわずかに開いていて、その隙間から
光が入り、渓谷のなかに幻想的な世界を作り出しま
す。太陽が空の頂点にくる12 〜 14 時に渓谷内に
滞在できるのがベストタイムだと言われています。訪
れた日は晴天の12 時ごろだったので、頂上から日
の光がレーザーのように差し込む美しい光景に出会
うことができました。
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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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石岡 義之

ご

挨

拶

2014年11月
創立20周年を迎えます
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

正セミナーは、
「お客様向けキャンペーン」として北海道から
九州まで全国で展開しています。第１弾
「事業プロセスへの

㈱日本環境認証機構
（ JACO）は、本年 11月 16日を以って

EMS・QMSの組込み方」
、第２弾
「改正の新旧徹底比較」は既

創立 20周年を迎えます。山あり、谷ありでしたが、無事 20

に開催済みですが、現在、第３弾として、
「移行のためのマニ

周年を迎えられましたのは、偏にお客様を始めとしたステー

ュアル改正ガイド」を2014年9月～ 11月に開催中です。今後、

クホルダーの皆様のご支援、ご協力のおかげであります。厚

第４弾は、FDIS
（最終国際規格原案）発行後に開催予定です。

くお礼申し上げます。

ぜひご活用ください。

20年を振り返って
1994年創立後、EMS
（環境）
、QMS
（品質）の認証とセミナ
ーをスタート。その後、情報セキュリティ、食品安全、労働

お客様にとっても今回の規格改正は、大きな転機であると
思います。疑問点や悩まれている点が多いと思いますが、そ
ういう時には遠慮なく営業部門に問合せください。

【新規事業にチャレンジしてまいります】

安全衛生、ITサービス、事業継続、エネルギー、道路交通安

今後、10年、20年と成長していくためには、次のステップ

全など事業の拡充を図ってまいりました。1998年からは、毎

に向けて常に新しいことにチャレンジしていくことが重要で

年の審査に加え、お客様との交流が必要であるとの認識で、

す。このため３年前から新規事業を推進する部門をつくり、

JACOからの情報発信、お客様と JACO、そしてお客様相互

次の世代を担う事業の芽を育てています。機能安全、CSR分

の交流の場として
「 ISO友の会」を立ち上げました。

野など、いくつかのフィージビリティスタディを行っていま

熱き心を持ってスタートした
「創成期」
、事業拡大により忙
しい中にも活気のあった
「成長期」
、そして現在、真価の問わ
れる
「成熟期」に入っています。

すが、この中でまず花が咲こうとしているのが、アセットマ
ネジメントシステム
（ AMS）です。
国交省の試行認証に、2013年度は JACOを含む 4社の共同

このような状況下、JACOは一貫して、
「お客様の役に立つ

体で、2014年度は 5社の共同体で応募し、受託しました。こ

審査」を目指し、従業員の力量向上を図り、審査とサービス

れの特徴は、企画・設計する会社、コンサルタント、そして

の質向上に努めてまいりました。

認証機関、認定機関が共同体として応募・受託した点です。

一方で、次へのステップとして 3年前から新規事業にも力
を入れており、少しずつ成果が出始めています。

今後の 10年、20年に向けて
【規格改正をチャンスと捉えた対応を推進します】

今回の試行認証は日本の新しい試みの一つと考えています。
AMSは、道路、橋、上下水道施設、電力施設などの社会
インフラを対象とした国際規格で 2014年 1月に発行されまし
た。試行認証は、AMSの効率化、高度化と社会インフラ事
業者の海外展開、競争力強化を目指しています。併せて、大

2013年に ISO 27001の規格が改正され、2015年には、ISO

学、業界、認定機関、認証機関などの有識者が参加する
「適

14001、ISO 9001の改正が予定されています。規格改正への

用ガイドライン検討委員会」が開催されており、日本全体へ

対応は、次の10年、20年に向けて非常に重要です。JACOに

の普及を目指しています。20周年を機に、新規事業を加速し、

とって次へのステップのスタートと考えています。規格改正

新しい事業の柱に育てていきたいと考えています。

をチャンスと捉えて、本当の意味でお客様に喜んでいただけ
る審査を目指してまいります。
JACOは従来から
「経営の役に立つ審査」を目指しており、

最後に
JACOは次の10年、20年に向かって、さらなる成長を目指

今回の規格改正はまさにこれを確実にするものであると思っ

してまいります。活力のある JACO、輝く JACO、厳しさの

ています。社内にプロジェクトを作り、セミナー部門、審

中にも楽しさを持った元気で前向きな JACO。今後とも皆様

査部門、営業部門が参加し、JACOトータルとして最高のパ

のご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

フォーマンスが発揮できることを目指しています。規格改
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3

Close-up
NEWS & REPORT

ISO 14001／ 9001
規格改正の傾向と対策
技術部

部長

水上 浩

ISO 14001（ 環境マネジメント）及びISO 9001（ 品

証の移行期間はいずれも3年間とされていますが、国

質マネジメント）は、2015年の国際規格発行を目指し

際認定フォーラム（IAF）の移行ガイダンスによると、

て、改正作業が進められています。現在は、委員会原

改正規格発行日から1.5年経過後の新規認証は改正規

案（CD）を経て、国際規格原案（以後、DIS）の段階

格を審査基準とすることとされています。

まで進捗し、具体的な内容が明らかになってきました。
そこで、本稿では、改正の概要と、各々の規格におい
て強化されるポイントについて紹介します。また、簡
便な移行のための環境・品質マニュアル改正の基本的
な考え方についても併せて示します。

規格改正の目的
ISO 14001及び9001はともに、2012年より今後制

各々のマネジメントシステム
（MS）の共通要求事項を統合する
各々のマネジメントシステムの要求事項を組織の事業プロセスに統合する
環境MSの側面
経営戦略・
事業プロセスへの統合

ジメントシステム規格が、制定の背景などによって、
その章立てなどが全く異なっていることに鑑みて、方
針、目的の設定、要員の認識や力量、文書化した情報
の管理、内部監査、マネジメントレビューなどの共通
的な要求事項を統合化することが示されています。そ
して、事業上の優先事項と整合させながら、各マネジ
メントシステムを組織の事業プロセスに統合させるこ
とを意図した表記が随所に盛り込まれています（図1
参照）
。例えば、環境や品質のマネジメントシステム
が事務局任せの体制で運用されていたり、事業経営へ
の貢献度合いが小さいといった状況が散見されるなか

2014

2015

11/22
6/27
発行済
発行済
DIS
CD
委員会
国際規格
原案
原案
2013年
2014年
11月
6月

2018

ISO 14001
FDIS最終
国際規格
原案
2015年
3月

FDIS最終
国際規格
原案
2015年
3〜4月

IS
国際規格

Ⅰ．ISOとしての改正版発行予定は、ISO 14001は2015年6〜7月、
ISO 9001は2015年9月〜10月（どちらも遅れる可能性があります）
Ⅱ．改正版発行後3年間が改正版への認証移行期間

図 2 ISO 14001/ISO 9001 規格改正スケジュール

ＥＭＳ
環境マネジメントシステム
固有要求事項

ＱＭＳ
品質マネジメントシステム
固有要求事項

ます。ISO 14001は2015年6〜7月、ISO 9001は同
9 ～ 10月に国際規格（IS）が発行される予定です。認
JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2014

2018年
9〜10月

改正スケジュール要点

メントシステムを組織の事業プロセス、戦略及び意思

図2にISO 14001/9001の改正スケジュールを示し

移行承認

9〜10月

ISO 9001

進させることが、規格改正の目的といえます。

2018年
6〜7月
承認移行期間

ISO 14001

さも向上させるとともに、経営のパフォーマンスを増

移行承認

6〜7月

ISO 9001

5/9
発行済
DIS
国際規格
原案
2014年
5月

承認移行期間

IS
国際規格

で、今回の改正を通して、環境や品質などの各マネジ
決定に統合することで、経営ツールとしての使いやす
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CSRの側面…
等々

図1 Ｉ
ＳＯ規格改正の目的

適用されることとなったISO/IEC 専門業務用指針
進められています。本指針では、多様化しているマネ

経営ツールとしての
使い易さ向上

経営

情報セキュリティ
MSの側面

定または改正されるマネジメントシステム規格に強制
統合版ISO 補足指針の付属書SLに従って改正作業が

品質MSの側面

ＩＳＭＳ
情報セキュリティ
マネジメントシステム
固有要求事項

✚
マネジメントシステムの共通要素
（規格の上位構造、要求事項、用語・定義）

［ISO/IEC 専門業務用指針

統合版ISO 補足指針

附属書SL］

共通のMS要求事項に個別MSの固有要求事項を追加します。

図3 Ｉ
ＳＯ １４００１/ＳＯ ９００１:２０１５年改正の構造

NEWS & REPORT

改正規格のポイント
図3にISO 14001/9001の改正規格の構
造を示します。図中、マネジメントシステ
ムの共通要素とあるのが、上述した附属
書SLに記載の項目です。附属書SLの内
容については、JACO NEWS No.24及び
No.25（ 2013年4、10月発行）にて紹介し
ていますので、併せて参照ください。これ
に対して、環境マネジメントシステム（以
下EMS）及び品質マネジメントシステム
（以下QMS）それぞれの固有の要求事項を
組み込んだものが、それぞれ改正版のISO
14001及びISO 9001となります。
図4にISO 14001のDISの目次を示しま
す。附属書SLに準拠した構成となってお
り、箇条の4 ～ 10が規格の要求事項とな
ります。EMS固有の追加要求事項は斜体・
下線で示しています。図5にはISO 9001
のDISの目次を示します。QMS固有の追
加要求事項は同様に斜体・下線で示してい
ます。
ISO 14001の2004年版及びISO 9001の
2008年版の改正において、DISにて強化
されたポイントを、それぞれ図6及び図7
に示します。ポイント1は附属書SLによ
る両者共通の要求事項であり、経営者が事
業プロセスにそれぞれのマネジメントシス
テムを統合することによって、リーダーシ
ップを実証することが求められています。

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 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定
4.4 環境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 環境 方針
5.3 組織の役割、責任及び権限
6 計画
6.1 脅威と機会に関連するリスクへの取り組み
6.1.1 一般
6.1.2 著しい環境側面
6.1.3 順守義務
6.1.4 脅威と機会に関連するリスク
6.1.5 取組みのための計画
6.2 環境目的及びそれを達するための計画策定
6.2.1 環境目的
6.2.2 環境目的達成のための取組みの計画

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
7.4.1 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
7.5 文書化した情報
7.5.1 一般
7.5.2 作成及び更新
7.5.3 文書化した情報の管理
8 運用
8.1 運用の計画及び管理
8.2 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
9.1.1 一般
9.1.2 順守評価
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

図 4 ISO 14001：2015 国際規格原案（ DIS)
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 QMS の適用範囲の決定
4.4 品質マネジメントシステムとそのプロセス
5 リーダシップ
5.1 リーダシップ及びコミットメント
5.1.1 QMS のためのリーダシップ及びコミットメント
5.1.2 顧客重視
5.2 品質方針
5.3 組織の役割、責任及び権限
6. 品質マネジメントシステムの計画
6.1 リスク及び機会への取組み
6.2 品質目的及びそれを達成するための計画策定
6.3 変更の計画
7. 支援
7.1 資源
7.1.1 一般
7.1.2 人々
7.1.3 インフラストラクチャ
7.1.4 プロセスの運用のための環境
7.1.5 監視及び測定の資源
7.1.6 組織の知識
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

［ 斜体・下線：EMS 固有要素 ］

8.2 製品とサービスの要求事項の明確化
8.2.1 顧客とのコミュニケーション
8.2.2 製品とサービスに関する要求事項の明確化
8.2.3 製品とサービスに関する要求事項のレビュー
8.3 製品とサービスの設計・開発
8.3.1 一般
8.3.2 設計・開発の計画
8.3.3 設計・開発へのインプット
8.3.4 設計・開発の管理
8.3.5 設計・開発からのアウトプット
8.3.6 設計・開発の変更管理
8.4 外部から提供された製品とサービスの管理
8.4.1 一般
8.4.2 外部提供の管理の方式と程度
8.4.3 外部提供者のための情報
8.5 製造及びサービス提供
8.5.1 製造及びサービス提供の管理
8.5.2 識別及びトレーサビリティ
8.5.3 顧客又は外部の提供者の所有物
8.5.4 保存
8.5.5 引渡し後の活動
8.5.6 変更の管理
8.6 製品とサービスのリリース
8.7 プロセスアウトプット及び製品とサービスの
不適合の管理
9 パフォーマンス評価
9.1 監視、計測、分析及び評価
9.1.1 一般
9.1.2 顧客満足
9.1.3 分析と評価
9.2 内部監査
9.3 マネジメントレビュー
10 改善
10.1 一般
10.2 不適合及び是正処置
10.3 継続的改善

図 5 ISO 9001：2015 国際規格原案（ DIS ）

［ 斜体・下線：QMS 固有要素 ］

ポイント1 ＱＭＳを経営戦略・事業プロセスに統合しなければならない
ポイント1 ＥＭＳを経営戦略・事業プロセスに統合しなければならない
◉環境担当任せの体制ではないか？
◉組織目的の達成や日常業務の改善が環境成果として扱われているか？
ポイント2 外部の環境状況を考慮しなければならない
◉気候変動、資源枯渇、生物多様性など
（ 環境状況 ）がＥＭＳに
考慮されているか？
ポイント3 有効性を評価すること
◉環境目的の達成のために指標（省エネ、廃棄物量など以外に、改善提案件数
などのマネジメントパフォーマンス指標も活用OK）
を定義して取り組んでいるか？
ポイント4 「 脅威と機会に関連するリスク」を決定すること
◉著しい環境側面、順守義務に関するリスクとレピュテーション
（ 世評 ）
などに関わるその他の事業リスクも考慮しているか?
ポイント5 管理範囲の拡大（ 現在の間接側面の強化 ）
◉サプライヤなどの上流側だけでなく、下流側も含めてライフサイクルの
視点を考慮しているか?
注：今後の改正で変更の可能性があります

図 6 ISO 14001 改正のポイント
（ DIS ） 強化される点

◉品質担当任せの体制ではないか？
◉経営と品質の課題が同じ土俵で議論されて、戦略・意思決定されているか？
ポイント2 サプライヤの管理が外部提供の全ての管理に拡大される
◉外部から提供される全て
（購買した製品、アウトソースしたプロセス、機能など）
を
管理対象とする。外部提供者のパフォーマンスを監視、モニタリングの結果を維持
ポイント3 リスク及び機会を決定すること
◉それぞれの取組みにおいて以下のようなリスクと機会の考慮がされているか
リスク：クレーム、品質事故、品質低下、設備不良、材料・人材不足など
機会：新製品開発、市場拡大、新顧客層の開拓、特許取得、顧客満足度向上など
ポイント4 変更管理を重視すること
◉変更管理の要求が拡大（QMSの計画、プロセス、運用の変更管理）
ポイント5 ＱＭＳの前提条件を明確にすること
◉事業目的と取組みの実態の整合を要求
◉構築の前提条件（組織の目的・意図した成果・能力、外部・内部の
課題など）
を明確にする
◉利害関係者のニーズと期待を考慮する
注：今後の改正で変更の可能性があります

図 7 ISO 9001 改正のポイント
（ DIS ）

強化される点
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Close-up
環境・品質マニュアル改正ガイド
EMS、QMSともに、改正規格では文書

1
2
3
4

と記録は区別せずに、
「文書化した情報」と
して扱われることになりますが、環境はも
とより、品質マニュアルも規格の要求事項
とはなりません。しかしながら、これまで
大多数の組織は、環境及び品質のマニュア
ルを運用してきており、マネジメントシス
テムの有効性のために組織が必要であると
判断したものとの位置付けで、今後も運用
することには、何ら問題はありません。た

NEWS & REPORT

適用範囲
引用規格
用語及び定義
環境マネジメントシステム要求事項
4.1 組織の状況
4.1.1 組織及びその状況の理解
4.1.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
4.1.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定
4.1.4 環境マネジメントシステム
4.1.5 継続的改善
4.2 リーダーシップ
4.2.1 リーダシップ及びコミットメント
4.2.2 環境方針
4.3 計画
4.3.1 脅威と機会に関連するリスクへの取り組み
4 . 3 . 1 . 1 一般
4.3.1.2 著しい環境側面
4.3.1.3 順守義務
4 . 3 . 1 . 4 脅威と機会に関連するリスク
4 . 3 . 1 . 5 取組みのための計画
4.3.2 環境目的及びそれを達するための計画策定

4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
4.4.3 コミュニケーション
4.4.4 文書化した情報
4.4.5 文書化した情報の管理
4.4.6 運用管理
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
4.5 点検
4.5.1 監視及び測定
4.5.2 順守評価
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
4.5.4 記録の管理
4.5.5 内部監査
4.6 マネジメントレビュー

図 8 環境マニュアル
［ DIS 準拠 ］目次

［ 太字・下線：2004 年版箇条への変更・追加 ］

だし、図4、5に示したような付属書SLの
目次に従って、マニュアルを再構築するこ
とは、改正規格との相違点（GAP）分析や、
これまで運用してきたシステムの変更・見
直しを考えると、容易ではありません。組
織で運用するマニュアルにおいては、規格
の箇条番号に則って構成されることは必須
ではありません。簡便な移行のためには、
現在運用しているマニュアルに基づいて、
改正による追加・補足事項を、細目箇条の
追加や注釈の挿入によって示す形で、環境・
品質マニュアルの改正版を構築すること
は、効率的で有効な手法の一つであるとい
えます。図8及び9に、それぞれ現行規格
とDISを詳細に比較し、現行規格をベー
スとして構成した、改正版の環境マニュア
ル及び品質マニュアルの目次を示します。
太字・下線となっている箇条は、DISにて
新たに設けられた新設箇条であり、これ以
外の箇条においては、規格本文中に注釈に
よって、DISで追加された要求事項などを

1
2
3
4

適用範囲
引用規格
用語及び定義
品質マネジメントシステム
4.1 組織の状況
4 . 1 . 1 組織及びその状況の理解
4 . 1 . 2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
4 . 1 . 3 QMS の適用範囲の決定
4 . 1 . 4 品質マネジメントシステムとそのプロセス
4.2 文書化した情報に関する要求事項
4.2.1 一般
4.2.2 品質マニュアル
4.2.3 文書化した情報の管理
4.2.3.1 文書管理
4.2.3.2 記録の管理
5 経営者の責任
5.1 経営者のコミットメント
5.2 顧客重視
5.3 品質方針
5.4 計画
5 . 4 . 1 リスク及び機会への取組み
5 . 4 . 2 品質目標
5 . 4 . 3 品質マネジメントシステムの計画
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限
5.5.2 管理責任者
5 . 5 . 3 コミュニケーション
5.6 マネジメントレビュー
5.6.1 一般
5.6.2 マネジメントレビューへのインプット
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット
6 資源の運用管理
6.1 資源の提供
6.2 人的資源
6.2.1 一般
6.2.2 力量、教育・訓練及び認識
6.3 インフラストラクチャー
6.4 プロセスの運用に関する環境
6 . 5 組織の知識
7 運用
7.1 運用の計画及び管理

追記することとしています。参考までに、
注釈による追記の例を図10（ EMS）及び図
11（ QMS）に示します。
（ ＊1）
（＊2）…の

図 9 品質マニュアル
［ DIS 準拠 ］目次

［太字・下線：2008 年版箇条への変更・追加］

ように注釈を付して、補足・追加事項を示しています。

及び本年3、4月と9、10月に全国キャンペーンセミナ

この手法を用いることで、現行規格と改正規格の相違

ーを展開し、規格改正の最新動向と対策についてご説

点（GAP）が明確に浮き彫りにされ、組織の要員に対

明をしてきましたが、今後は、さらにサービスの充実

するGAPの教育にも有効となります。

化をはかり、現在運用しているシステムと改正規格と

JACOの徹底したお客様サービス
JACOでは、これまで友の会のお客様及びセミナー
のネットワーク加入者の方々限定にて、昨年6、7月
6 

7.2 製品及びサービスに関する要求事項の決定
7.2.1 製品及びサービスに関連する要求事
項の明確化
7.2.2 製品及びサービスに関連する要求事
項のレビュー
7.2.3 顧客とのコミュニケーション
7.3 設計・開発
7.3.1 設計・開発の計画
7.3.2 設計・開発へのインプット
7.3.3 設計・開発からのアウトプット
7.3.4 設計・開発のレビュー
7.3.5 設計・開発の検証
7.3.6 設計・開発の妥当性確認
7.3.7 設計・開発の変更管理
7.4 外部から提供される製品及びサービスの管理
7.4.1 一般
7.4.2 外部提供者に対する情報
7.4.3 外部から提供される製品及びサービス
の検証
7.5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセ
スの妥当性確認
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
7.5.4 顧客又は外部提供者の所有物
7.5.5 保存
7 . 5 . 6 引渡し後の活動
7 . 5 . 7 変更の管理
7.6 監視機器及び測定機器の管理
8 測定、分析、評価及び改善
8.1 一般
8.2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
8.2.2 内部監査
8.2.3 プロセスの監視及び測定
8.2.4 製品及びサービスのリリース
8.3 不適合なプロセスアウトプット、製品及び
サービスの管理
8.4 データの分析及び評価
8.5 改善
8 . 5 . 1 一般
8 . 5 . 2 継続的改善
8 . 5 . 3 是正処置
8 . 5 . 4 予防処置
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のGAP分析に対する評価など、お客様が安心して移
行を完了できるよう徹底したサービスをご提供します
ので、どうぞ積極的にご活用ください。

図 10 環境マニュアル
（ DIS 準拠 ）のサンプル
［ 4.3 計画 ］
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図 11 品質マニュアル（DIS 準拠）のサンプル［5 経営者の責任］
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（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。
JACO 研修ホームページ http://www.jaco.co.jp/seminar/ にてご確認ください。
◆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。
受講のご希望を info-g@jaco.co.jp へご連絡ください。
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CUSTOMER VOICE 1

東芝ホクト電子株式会社

Ｅ／Ｑ／Ｏ統合ＭＳの取り組みについて
経営管理部

技術・環境管理グループ

グループ長

佐藤 誠

東芝ホクト電子株式会社 ホームページ
様

初めに

http://www.hokuto.co.jp/

ネジメントシ
ステム運用の

東芝ホクト電子株式会社は、北海道

対応について

の旭川市に拠点を置くわが国最北の電

もいろいろ検

子部品製造／販売会社であり、1 年を

討を重ねてお

通じて湿度が低く、大雪山の豊かな水

りました。

と美しい自然に囲まれた地域で、精密

もちろんマ

な電子部品を製造するには大変適した

ネジメントシ

環境のもと、サーマルプリントヘッド、

ステムの統合

フレキシブルプリント配線板、電子レ

も「 あ る べ き

ンジ用マグネトロン、航空機用ディス

姿」
「将来像」

プレイ管および DNA チップの製造／

として検討課

販売を行っております。

題に挙がってはおりましたが、マネジ

つのマネジメントシステムの審査を受

マネジメントシステムにつきましては

メントシステムの統合はそれなりの準

けるため、次の審査までの期間が一番

1998 年 にISO 14001を2001 年 に

備期間及びそれに向けての労力などに

短い ISO 14001 の審査日に、ほかの

ISO 9001、2008 年にISO 13485、

ついて相当の量が見込まれるため簡単

マネジメントシステムの審査日を合わ

2009 年に OHSMS をそれぞれ認証取

には踏み切る決心がつかないような状

せて、審査を受けるよう計画を立案し

得し、運用を通して日々お客様のニー

況になっておりました。

準備を進めました。

▲総合審査の様子

ズに応えられる高品質製品の提供、環

しかし、その中でとりあえずそれ

オープニングミーティング、トップ

境に配慮した活動や製品の提供、従業

ぞれのマネジメントシステムはその

インタビューの合同実施など、JACO

員の労働安全衛生に務めてまいりまし

まま運用しながら審査を同日に受け

様にいろいろ工夫や配慮していただい

た。

る「統合審査」なら可能ではないかと

た審査計画を立案していただいて実施

しかしながら、段階的に認証を取得

JACO 様からのお勧めもあり検討を

の結果、工数の削減、審査対応の削減

してきた経緯から複数のマネジメント

行った結果、まずは ISO 9001 の認証

ひいては経費の削減の効果をあげて無

システムを並行運用しており全体から

を JACO 様に移行（認証再取得となり

事統合審査に変更することができまし

みると決して効率が良いとは言えない

ましたが）し、同時にその他のマネジ

た。

状況になっておりました。

メントシステムも「統合審査」として

マネジメントシステム
統合審査化への経緯

同日に審査を受ける事に決定いたしま
した。

今後の取り組み
現段階では審査の統合だけでありま

この場合は、マネジメントシステム

すが、これを土台として今後は共通す

そんな中、2012 年に ISO 9001 は

の統合ではありませんので、システム

る項目、内部監査やマネジメントレビ

認証機関の変更を余儀なくされる状況

体系やそれぞれの文書類や手順を変更

ューなどについて各マネジメントシス

が発生し、認証機関の変更を検討開始

することなく、それぞれのマネジメン

テムで共通・統一を進め、マネジメン

いたしました。

トシステムはそれぞれで運用しつつ年

トシステムのスリム化と「統合」によ

間の活動のスケジュールを調整するこ

り、システムとして継続的改善をさら

とで「統合審査」は可能になります。

に進めるよう今後も努力を続けてまい

また、合わせてその際に認証機関を
変更しただけで従来通りのやり方を継
承して進めるかどうかなどの全体のマ
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そこで「統合審査」として同日に 4

りたいと思います。

CUSTOMER VOICE 2

北陸プレス工業株式会社

事業を軸としたＥ／Ｑ統合マネジメント運営
～スマートＥＭＳ・ＱＭＳの追求～
専務取締役

来丸 雅信

北陸プレス工業株式会社 ホームページ

様

会社概要
当社は、金属プレス加工を主体に、
石川県野々市市で事業を行っている資

http://www.hokurikupress.com/

います。この 2 ～ 3
年においても、
「サ
ーボプレス機」
、
「電
解イオン洗浄装置」
、

本金 4 千万円、従業員 86 名の中堅企

「CNC 旋盤」などの

業です。野々市市は金沢市に隣接して

導入に実施計画を活

おり、
「全国住みよさランキング」で

用しました。

毎年トップ 3 に入る住みよい街です。

実施計画には公的

当社は、とても良い環境の中で事業を

支援制度の活用計画

行っております。

も盛り込むなど、マ

統合化の道のり
当社は、2004 年に環境マネジメン
トシステムを構築して認証登録。E/Q
統合マネジメントシステムは 2007 年
の品質マネジメントシステム構築に合
わせて実現し、今年で 7 年になります。

ネジメントシステム
導入で事業の計画性
が高まったと実感し
ています。

スマートMSの追求

▲カーボン素材のサーボプレスの説明風景

このように、当社ではマネジメント
システムの統合化、そして課題への対
応を推進してきた中で、さらに進化し

このように統合マネジメントシステ

た統合マネジメント実現への意識がめ

統合化にあたって工夫した内容をい

ムを 7 年活用してきた中で現在、特に

ばえ、
「事業に傾注する中で ISO マネ

くつか記載します。①トップマネジメ

環境マネジメント運営での課題が浮き

ジメントが自然と成り立つ仕組み＝ス

ント／管理責任者／監査責任者は EQ

彫りになってきました。例えば、紙・

マート EMS・QMS の追求」を合言葉

一体化、②方針は「環境・品質方針」

ごみ・電気活動の長期化。ISO 専用目

に、積極的に取り組む雰囲気が広がっ

に統合、
③マニュアルは、
共通／環境／

標の設定。マネジメントレビューのビ

てきました。

品質のマニュアル 3 編で構成。④内部

ッグイベント化等々です。そこで、こ

監査は E/Q 同時実施。監査報告書も

れらの課題を分析して対応することと

統合。④マネジメントレビューはイ

しました。

IT活用で社内を活性化
加えて当社はマネジメントシステム

例えば「環境影響評価の軽量化」に

と IT を活用して社内の活性化にも取

同一メンバー同時開催。アウトプット

現在、取り組んでいます。従来のデー

り組んでいます。例えば、当社の環境

（議事録）も統合しました。マネジメ

タ収集と計算を重視した「スコアリン

報告書は「紙」ではなく「Facebook」

ントシステム全体で９つの要素を統合

グ方式」から「規制や利害関係、当社

を活用して情報開示を行っています。

化しました。

の経営方針を重視したロジックゲート

紙と工数を使っての年次報告書とは異

方式（判断による影響評価）
」の採用に

なる取り組みです。Facebook によ

取り組んでいます。
「周知＝教育」か

る情報開示は社員への情報伝達にもつ

当社では、統合マネジメントシステ

ら「周知＝見える化」への転換も推進

ながり効果を上げています。

ムを活かすために、PDCA を徹底し

しています。ISO 審査に対応するため

当社はこれからもマネジメントシス

て活用しています。例えば生産設備の

の「記録」ではなく、社内への「見える

テムと IT 活用で「事業を軸としたスマ

導入にあたっては「実施計画」を策定

化」で社員の意識を変えるべく取り組

ート MS の実現」に取り組んでいきま

して、目標を定めて導入を推進して

んでいます。

す。

ンプット（レビュー資料）を統合して、

事業を軸とした運営
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CUSTOMER VOICE 3

ＪＢCCホールディングス株式会社
《ＪＢグループのＣＳＲ活動》

～本業に沿ったISO 1４００１活動～
～東日本大震災 継続した被災地支援活動～
JBグループ C&Cビジネスサービス株式会社
取締役執行役員

事業管理

会社紹介

秋元 ひとみ 様

部門等々で本来業務
から環境側面の抽出

来 2 万社以上のお客様企業の IT 活用

を行い、環境目的・

を支援してまいりました。これらの経

目標を設定して活動

験と実績をベースに、グループ各社は

を進めました。
こ の よ う に JB グ

てスピード感のある事業展開を行い、

ループのISO 14001

お客様に最適なソリューション（解決

活動創生期から、本業に沿った環境目

策）の提案、サービスの提供を行って

標を設定し、現在では営業部門や SE

います。

部門、サービス部門等、お客様先での

環境組織拡大の歴史

http://www.jbcchd.co.jp/

理部門、経理・財務

JB グループは、1964 年の創業以

それぞれが得意とする事業分野におい

JBCC ホールディングス株式会社ホームページ

省エネや効率・品質向上など、JB グ

▲1000本の植樹活動（2014年9月）

JBグループの東日本大震災
被災地支援活動
東日本大震の支援活動として、以下

ループの特徴である IT ソリューショ

の活動をしてきました。

JB グループは、2003 年 3 月に株

ンの提案と関連する製品・サービスの

1. 震災直後の物資支援
2. 2 カ月後からのボランティア活動

式会社アプティ（現在の JB アドバン

提供を間接影響として、有益な環境目

スト・テクノロジー株式会社）の認証

的・目標に取り上げて活動するのが主

取得をスタートに、翌 2004 年 2 月に

流となっています。また、総務部門や

JBCC 横浜事業所、2005 年は蒲田事

経理・財務部門など管理部門では業務

業所を始めとする大規模拠点、その後

のワークフロー化（電子認証制度）に

札幌、静岡、福岡などの支店に適用範

よる業務改善を図り、電気使用量やコ

青森から福島までの海岸300km

囲を拡大しました。そして毎年、地方

ピー紙の削減を進める活動を行ってい

に瓦礫を活かし、
「巨大津波から

小規模拠点やグループ事業会社の適用

ます。

命を守る森の防潮堤」を築く活動

範囲拡大を行い、2014 年度には国内
11 社 64 拠点になっています。

今後の推進について

（側溝の掃除、いちご農家支援、
土のう袋寄付、什器寄付）
3. 現在は、
『森の長城プロジェクト』
支援活動参画

として、9,000 万本の植樹計画に
賛同し、参画しています。

本業に沿った環境側面の抽出は
ISO 14001活動創生期から

環境組織が 11 社 64 拠点で事業会

自治体や「森の長城プロジェク

社や拠点の規模や業態の違いにより統

ト」の企画により継続的に行われ

一的な案内やサポートに苦慮していま

ている『植樹祭』への参加は勿論で

ISO 14001 のスタートとなったア

すので、グループ全体での推進体制の

すが、ボランティアとして『植樹

プティは、主に高速プリンターの設計・

強化が急務と感じています。加えて環

祭』の準備、植樹後の草抜き等も

製造・販売・保守サービスを一貫して

境活動に加わって日の浅い組織と初期

行っています。9 月 26 日～ 28 日

行っていたことから、直接影響の紙・

の頃から環境活動を推進している組織

は、JB グループオリジナル企画

ごみ・電気削減を全社活動として推進

との習熟度の差異の解消を図っていく

として、
50名の社員の参加により、

すると同時に、省電力製品の開発や生

必要があります。

1,000 本の植樹をしました。

産ラインの省エネ、廃棄物削減などの

今後も本業から環境テーマを見出

被災地支援活動として、微々たる活

取り組みに重きを置きました。2004

し、継続して改善することにより、地

動にすぎませんが、未曽有の大震災を

年に認証取得した JBCC 横浜事業所

球環境負荷低減に貢献できたらと思い

風化させることなく、今後も継続して

においても営業部門や SE 部門、IT 管

ます。

参画していきます。
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CUSTOMER VOICE 4

有限会社 幸栄自動車工業所

ISO実行は人作りから
代表取締役

大橋 好子 様
創 業 は 1975 年、2004 年 に ISO
9001を収得し 10 年目を迎える柏市
の小さな自動車の整備会社です。

なぜISO収得を考えたか
車の整備業界は車検整備で定期的に
入庫する場合と事故で入庫する車体整
備の二つに分かれています。
車体整備は特殊技能で有り高度な技
術や設備また整備資格を有します。事
故は平均 3 年に一度発生すると云われ
個人客の入庫だけでは経営は難しく集
客は販売会社等に依存せざるを得ない
業界なのです。故に競争も激しく入庫
先の比率が高いと相手如何では連鎖倒
産もあり得る不安いっぱいの業種なの
です。
相手が必要とする会社を作り工程管
理をしっかり行えば利益の出る安心し

▲社屋

て働ける会社を作れば良い。それには
目的を明確化し、共に戦う共通の武器
として ISO を使う事にしました。

収得まで
会社の約束は、公明正大を始めとす
る 5 原則を、社員は出来る事は自分達

成果
収得後に全員が各部門の中間管理者
に育ちました。
1 例として、入庫が片寄らぬ考え
や仕組み作りが出来つつ有ります。

でする、が合い言葉。文書の作成や専

（3,3,3,1 体制）販社 3, 保険会社 3, 一般

門用語の解説等は司法書士事務所の女

顧客 3, フリー客 1, と言う集客割合で

性の高山先生にお願い致しました。此

す。

りながら ISO チームは内部監査要員と
品質管理者の育成に励んでいます。
現在は業界のレベル向上のため業界
や大手企業等にも惜しまず情報の提供
をしています。

今後
収得 10 年目を契機に今後の 5 原則
をチームミーティングで選択し、次の

の業界の常識を先ず破り、中途採用は

業界の大手企業や外資系や各損害保

目標に向かっています。女性の雇用を

せず自社で之まで育ててきた社員 10

険会社等からは ISO の収得を高く評価

始め 5 原則を皆で決めましたが、あく

名と 1 年計画のスタートをしました。

して頂き、以後契約指定工場となり月

まで仕事は楽しくする事、会社を育て

専門用語、文書化、二十歳前半の若者

間入庫率の 35% を超えています

てくれるのはお客様、無理は禁物、企

達は勉強は苦手で、挫折しがちでした

他の会社や人達から良い評価をされ

業は人なり等です。ISOに使われるな、

が会社もチームのケアにも取り組み、

ても、学んだ謙虚な心を元に何事も当

ISO は徹底して使いこなせば、夢は必

全員で取ると言う考えの社員教育を施

たり前の考えが徹底し、更に良い評価

ず叶うでしょう。ISOを動かすのは人、

し 10 ヶ月で収得しました。

を得ています。こんな小さな会社で有

ISO は経営の武器です。
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NEWS & REPORT 1

アセットマネジメントシステム
ISO 55001認証の近況について
～グローバルな普及が急速に展開中！～
新規事業推進部

青木 泉

部長

アセットマネジメントシステムに対するISO規格
（ISO

◉アセットマネジメント目標：アセットマネジメント方

55001）が2014年1月15日に発行されました。その後の

針に沿った具体的なアセットマネジメント分野での目標

世界におけるISO 55001認証取得状況を紹介します。

◉アセットマネジメント計画：アセットマネジメント目
標を達成するための、施設の管理、設置、改築などの

ISO 55001の概要

活動や資源の計画

ISO 55001は、現場レベルでのPDCAに加えて、組
織全体の目標から資産（社会インフラ：エネルギー、水、
交通、通信など、及びファシリティ：住宅、建物、学校、

ISO 55001の構成
ISO 55001の構成を表2及び図1に示します。

病院、市役所、プラントなど）管理の目標・計画・実施

表 2 ISO 55001の箇条とPDCAの構成

からその評価・改善に至る組織全体のPDCAサイクル、
及びそのサイクルを上手に回転させるための支援の仕組

PDCA

みを含めたシステム全体をまとめた国際規格です。
ISO 55001認証の取得メリットを次に示します。
▶資産管理の効率化・高度化

Plan

▶資産管理に関する説明責任の強化
▶社会インフラの海外輸出の促進
ISO 55001にでてくる代表的な用語について説明しま
す。用語の定義は、ISO 55000より抜粋しています。
◉アセット：組織にとって潜在的にあるいは実際に価値
を有するもの（価値は有形／無形のもの、金銭的／非
金銭的なものがある。
）

Do
Check

アセッ
トマネジメントシステムの
運用手順

規格の箇条番号

組織ビジョンの確認

4.1、4.2

アセッ
トマネジメント方針の策定

5.2

アセッ
トマネジメントシステム
構築のための組織整備

5.1、5.3

アセッ
トマネジメントシステムの構築

4.3、4.4、6.1、6.2.1、4.1

アセッ
トマネジメント計画の策定

6.2.2、7.5、8.3

支援要素整備

7.1、7.2、7.3、7.4、4.2、
7.6、7.6.1、7.6.2、7.6.3

アセッ
トマネジメント計画の実施

8.1、8.2

パフォーマンス評価（プロセス）

9.1

パフォーマンス評価（マネジメント） 9.2、9.2.1、9.2.2、9.3

Action 改善

アセットの主な例を表1に示します。

計画

表 1 アセットの例

10、10.1、10.2、10.3

Plan
4. 組織の状況
5. リーダーシップ
7. 支援

6. 計画

電気

道路

橋

実行

Do
8. 運営

点検

Check
9. パフォーマンス評価

鉄道

市役所

プラント

◉アセットマネジメント方針：組織目的、組織目標に沿
ったアセットマネジメント分野での方針
12 
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改善

Action
10. 改善

図 1 ISO 55001におけるマネジメントシステムの構造

ISO 55001のグローバルな普及状況
国別のISO 55001認証取得状況を以下に示します。
▶日本の認証取得状況（2組織）
日本では、昨年度に国土交通省がアセットマネジメン
トシステムの普及促進を目指して下水道分野を対象に試
行認証の公募を実施しました。対象組織は地方公共団体
（仙台市）と民間事業者（㈱水ing）が特定され、本年3
月に認証を取得されました。
これを受託したのは、
4社
（日
本水工設計㈱、㈱日本環境認証機構、㈱三菱総合研究所、
アビームコンサルティング㈱）のJVでした。
表 3 日本におけるISO 55001 認証取得組織
認証取得団体

アセッ
トと事業内容

仙台市
下水道事業

公共下水道事業、農業集落排水事業、
地域下水道事業の管路部門

水ｉ
ｎｇ株式会社本社及び
管理事務所（ 福山市 ）

下水道施設の包括委託業務

▶アラブ首長国連邦の認証取得状況（2 組織）
表 6 ドバイ首長国のISO 55001 認証取得組織
認証取得団体
ＲＴＡ
the Roads and
Transport Authority
（ＵＡＥの道路・トンネル・
ブリッジ・メトロ・バス・海上
輸送を開発・運営する企業 ）

アセッ
トと事業内容
ドバイにおいて、道路・トンネル・ブ
リッジネットワーク・メトロシステム・
バス・海上輸送の開発、運用

表 7 アブダビ首長国のISO 55001 認証取得組織
認証取得団体

アセッ
トと事業内容

ＡＤＣＯ
Abu Dhabi Company for
石油輸送パイプライン・ネットワークと
Onshore Oil Operations
臨海石油輸出ターミナルの運営
（アブダビの臨海石油サービス企業 ）

▶インドの認証取得状況（1 組織）
表 8 インドのISO 55001 認証取得組織
認証取得団体

アセッ
トと事業内容

リンフラ
Resilience Infrastructure
（ムンバイに拠点を置くインド最大
の建設、電力サービス企業 ）

配電システム
（ 電力変圧施設、接続
開閉施設、配電変圧施設、コンデン
サ、
ケーブル、
自動操作施設 ）
の管理、
運用

▶アメリカの認証取得状況（1 組織）
表 9 アメリカのISO 55001 認証取得組織
認証取得団体

図 2 登録証授与式（ 左：仙台市、右：水ｉ
ｎｇ）

▶イギリスの認証取得状況（4 組織）

ＰＧ＆Ｅ
Pacific Gas and Electric
Company
（ＵＳＡで最大の複合天然ガス
及び電気を供給する企業 ）

アセッ
トと事業内容
サンフランシスコに拠点を置く
20,000 人以上の従業員の企業。
北部及び中部カリフォルニアに、
自然の最もきれいなエネルギーを
1500 万人に供給

表 4 イギリスにおけるISO 55001 認証取得組織
認証取得団体

アセッ
トと事業内容

スコティッシュ・ウォーター
Scottish Water
（スコットランドの上下水道
独占事業体 ）

水道幹線 2 9,0 0 0マイル、下水道管
渠 31,000マイル、浄水場 280か所、
下水処理場 1,800か所を所有、管理、
運用

バブコック Babcock
英国の 2か所の空軍基地の施設管理
（ 英国のエンジニアリング・ （バブコックは全世界で約 6.8 兆円の
サポート企業 ）
資産を管理、運用 ）
アングリアン・ウォーター
Anglian Water
（イングランド及びウェールズ
で最大の、水及び
水リサイクルの会社 ）
ＮＡＴＳ
National Air Traffic
Services
（ 英国に拠点をおく航空
交通管制関連企業 ）

イングランドの東とハートリプールの
600 万人を超える顧客に水及び
水を再利用するサービスを供給

航空管制塔、レーダ、通信制御機器
その他の空港施設などを用いた
航空交通管制サービス
（ 軍民両面 ）の
提供

今後の展開
国土交通省の取組み
国土交通省は、本年度も下水道分野での普及促進のた
め地方公共団体の公募を実施しました。今年度は、前年
の4社に日本適合性認定協会（JAB）も加えた5社での受
託となり、認定付き認証を予定しています。
JACOの取り組み
現在はJISが発行されておらず、
ISO 55001原文（英文）しか無い
状況です。したがって、普及促進
のため引合いのありましたお客様
への説明に際して、日本語で分か

▶フィンランドの認証取得状況（1 組織）
表 5 フィンランドにおけるISO 55001 認証取得組織

り易く記載した概要版ISO 55001
冊子（A5版）を配付しており好評

認証取得団体

アセッ
トと事業内容

ELENIA
（フィンランドにて100 以上の
自治体に配電する）

を博しています。現在は、水分野から道路、橋梁、ファ

電気ネットワークの開発、構築、維持、
管理

シリティなどの各分野から引合いを受けており、MS認
証の柱となることが期待されます。
JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2014 
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NEWS & REPORT 2

FSMS審査の今後の取組みについて
食品安全審査センタ長

石岡 義之

食品安全に関する世界の動向

基本レベル
（ 30％）

食品・日用品の製造業と小売業の国際団体ザ・コンシ
ューマー・グッズ・フォーラム（TCGF）の食品安全部
会であるグローバル・フード・セーフティ・イニシアチ
ブ（GFSI）は、2014年2月26 ～ 28日に米国アナハイム
で恒例の食品安全世界会議を開催し、GFSI認証スキー
ムの要求事項をまとめるガイダンスドキュメント第7版

〈 食品安全マネジメントシステム 〉
▶製品出荷を含む規格
▶トレーサビリティ
▶食品安全事故管理
▶不適合製品の管理
▶是正処理

〈 食品安全ハザードの管理 〉
▶食品ハザード管理
▶アレルゲンの管理

〈 GMP 〉
▶個人衛生

（2015年改訂）で、食品不正（Food Fraud）への予防
的コントロールを盛り込むことを発表しました。
ぜい じゃく

このなかで、企業に対して食品偽装脆 弱 性評価の実
施と、評価を通じて確認された脆弱性を軽減するための
食品偽装脆弱性コントロールプランの策定を求める方針
となっています。
具体的には、食品安全のHACCPと類似したアプロー
チとして、食品偽装はTACCP（Thread Assessment
and Critical Control Point ）
、 食 品 不 正 はVACCP

▶施設の環境
▶清掃洗浄及び殺菌、消毒
▶製品汚染の管理
▶有害生物の防除
▶水質管理

中級レベル
（ 70％）
〈 食品安全マネジメントシステム 〉
▶経営者の責任
▶文書化に関する要求事項
▶手順
▶苦情処理
▶監視及び測定の管理
▶製品分析
▶購買
▶サプライヤーの承認とパフォー
マンス管理

（ Vulnerability Assessment and Critical Control

▶教育訓練
〈 GMP 〉
▶従業員のための施設
▶廃棄物管理
▶保管と輸送
〈 HACCPとその他の要件 〉
▶ HACCP
▶食品防御

図 2 基本レベル・中級レベル要求事項

Point）という手法が提唱されています。
また、GFSIは食品安全マネジメントシステムのため
のプログラムとして、グローバル・マーケット・プログ
ラムを開発しました。グローバル・マーケット・プログ

達成率
（％）
100

12ヵ月

ラムは、食品安全向上に取り組む中小企業向けの食品安全
マネジメントシステム開発プログラムです。段階的な取組

GFSI

70

みにより、GFSI承認スキーム取得が可能なレベルの食品
安全マネジメントシステム構築を目指しています。
（ 図1、

12ヵ月

図2、図3）
30

食品安全を3つのセクションで考える
食品安全
マネジメント
システム

適正規範
（ GMP、GAP ）

食品安全
ハザード
（ HACCP ）

GFSI
スキーム

グローバル
マーケット
基本レベル

ガイダンス
文書
要求事項
（第6版）

＋
グローバル
マーケット
基本レベル

中級レベル

GFSI 資料より

図 1 グローバル・マーケット・プログラムの構成
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図 3 要求事項：完成までの概要

また、米国食品強化法の制定により、米国が輸入して
いる食品の製造工場に直接FDAによる査察が始まって
おり、日本国内でもFDAの査察が行われた企業数は増
加しています。
このように世界の食品業界においてHACCPは前提条
件プログラム化してきており、食品安全に向けたさらな
る取組みが進んでいます。

食品安全に関する日本の動向

関係条例の改正について検討依頼しています。
また、農林水産省は「国際標準化検討会（非公開）
」を
実施しています。
このように、いままでの日本独自の食品安全の取組み
から、グローバルスタンダードに向けた動きが始まって
います。

食品安全マネジメントシステムの
動向とJACOの取組み
この数年の間、食品業界ではFSSC 22000に関する話

このような世界情勢のなか、日本もグローバル化に向

題が続いていましたが、ISO/TS 22003：2013（ 食品安

けた動きをはじめました。2013年6月14日に閣議決定
「日

全マネジメントシステム─食品安全マネジメントシステ

本再興戦略 JAPAN is BACK」ではHACCP手法を導

ムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項）の改訂

入することが日本から食品を輸出する場面等で不可欠と

版発行が昨年12月行われたことにより、各認証機関は

し、かつ、食中毒の発生防止、食品衛生法違反食品の製

要求事項に対応するための体制を整えています。

造などの防止が期待できるとしてHACCP手法の法整備
化を明言しました。

また、ISO 22004の最終国際規格案（FDIS）投票の
投票が行われ、最終国際規格案が「承認」され、ISO/

これを受け厚生労働省は「食品製造におけるHACCP

TC34/SC17食品安全マネジメントシステム専門分科会

による工程管理の普及のための検討会」
（HACCP普及

にてISO 22000定期見直しについての検討が始まってい

検討会）を立ち上げ、HACCP普及検討会中間報告（2013

ます。

年12月12日）では、反省点として、①総合衛生管理製

このように、食品安全マネジメントシステム関連規格

造過程の承認取得が目的化していた、②行政側の指導が

についても、世界の動向に合わせた規格の改訂にむけた

施設・設備に偏っていた、③「HACCP」を高度で難し

取組みが行われています。

いものという誤解があった、④「HACCP」には施設・
設備に多大な資金が必要という誤解があったこと等があ
げられました。
その後、食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関
する指針（ガイドライン）
（平成26年５月12日）につい

JACOは日本マネジメントシステム認証機関連絡協議
会（JACB）食品安全技術委員会にて副委員長として参
加しており、国際規格の見直しの各段階に関する情報の
入手や、コメントの提出等を行っています。

て食品の衛生管理の手法としてHACCP（危害分析・重

その他、日本食品政策研究会、フードディフェンス部

要管理点方式）が、コーデックス委員会より、ガイドラ

会、食科協、食品衛生協会等に参加し、各方面との交

インとして示され、国際標準として普及が進んでいる

流を図っており、年に1度アムステルダムで開催される

こと、HACCPの導入により、食中毒の発生等の防止に

FSSC国際会議にも参加し、常に最新動向の把握に努め

つながるなど、食品の安全性の向上が期待されること、

ています。

HACCPによる工程管理の普及を加速させる必要がある
食品の輸出に当たり、他国からHACCPによる衛生管理

また、グローバル化の観点から、JACOのFSMSは
JABだけでなく、UKASからも認定を受けています。

が求められる場合があることから、国内の食品等事業者

このような活動から認証機関として最新の情報を活用

に対し、将来的なHACCPによる工程管理の義務化を見

し、組織の皆様のグローバル化に向けた活動に役立つ製

据え、HACCP の段階的な導入を図る観点から、ガイド

造現場重視の有効な審査を提供できるよう審査機関とし

ラインの改正が行われました。

て貢献していきたいと考えております。

従来の基準と、新たにHACCPを用いて衛生管理を行
う場合の基準を規定し、各都道府県、指定都市・中核市
に、改正の内容について関係事業者に指導するとともに、
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事業所の所在地

山王パークタワー

東京三菱UFJ銀行

国際赤坂
ビル
コマツビル

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

■本社（東京）

■関西支社（大阪）

〒107-0052
東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル
TEL. 03-5572-1721
FAX. 03-5572-1730

〒530-0003
大阪市北区堂島2-1-7 日販堂島ビル
TEL. 06-6345-1731
FAX. 06-6345-1730

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
● 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

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
関西

TEL.03-5572-1722

FAX.03-5572-1733

TEL.06-6345-1731

FAX.06-6345-1730

■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
TEL.03-5572-1726

東京

TEL.03-5572-1722

営業部

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
FAX.03-5572-1733

■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

■登録証発行に関することは

CS センタ

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

東京

TEL.03-5572-1748

FAX.03-5572-1388

関西

TEL.06-6345-1732

FAX.06-6345-1730

TEL.03-3585-8931

FAX.03-5572-1731

TEL.03-5572-1753

FAX.03-5572-1757

株式会社 JACO CDM

■審査に関することは
TEL.03-5572-1725

FAX.03-5572-1731

TEL.03-5572-1727

審査部

TEL.03-5572-1745

ようやく秋らしい季節となってきました。 今回の表紙写真は「アンテロープ
キャ二オン」です。渓谷美に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。 今号も執筆者皆様をはじめ、たくさんの方々にご協力い
ただき無事に発行することができました。 有難うございました。 弊社も今年

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）

編集
後記

度創立 20 周年を迎えます。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、今後とも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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