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高知県東端の室戸岬に行った帰りに、安芸郡北川
村にある「モネの庭 」
という公園に立ち寄りました。
この写真を見て誰もがモネの睡蓮の絵を連想され
ると思います。2 0 0 0 年に開園した時にテレビで
紹介されていたのを思い出し、ついでにちょっと寄
ってみようと思ったのですが、期待した以上に美し
い庭園でした。高知駅から車で1時間半くらいと
ちょっと不便なところですがお勧めの庭園です。
■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。
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ご

挨

拶

創立21年目を迎え、
新たな気持ちでスタートします
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

実績があります。ISO 55001適用ユーザーズガイド作成に
も携わり、認証基盤を確立するとともに、JACO自身も

創立 21年目を迎え、企業理念を見直すとともに、ロゴ

実力をつけてまいりました。ISO 55001は、社会インフラ

の刷新、パンフレットの全面改訂などを行いました。新た

（道路、橋、上下水道施設、エネルギー施設（電気・ガス

な気持ちで、
「総合認証機関JACO」
としてスタートします。

等））を対象とするもので、国土交通省はアセットマネジ

安全・安心な社会づくりに「認証」で貢献します

メントの効率化・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おり、今後認証組織の拡大が

私たち JACOは、お客様に寄りそった、真に価値ある

見込まれています。その他、CSR分野、サイバーセキュ

認証審査を基本に、人々の生命・環境・資産を守るかけが

リティやスマートシティ分野などにも規格の開発段階か

えのないパートナーとして、スピーディ・シンプル・グロー

ら積極的に取り組んでいます。

バルな認証事業を展開する「総合認証機関」です。品質、
環境、情報セキュリティを中心に、労働安全衛生、食品
安全、さらには最先端のアセットマネジメントシステム

規格改正情報をタイムリーに提供します
ISO 14001/ISO 9001の規格改正は大きな変化点です。

まで、お客様が必要とされるあらゆる認証を提供し、安全・

JACOでは、ISO友の会のフォーラム、研修会や JACO

安心な社会づくりに
「認証」
で貢献してまいります。

NEWSなどを通してお客様にタイムリーに情報を発信す

「4つの視点」を重視します

るとともに、全国 10か所でのセミナーを 2013年夏、2014
年春、2014年秋と3回実施しました。今後は FDIS（最終

第 1は
「現場力」
です。認証を通じて企業経営を向上させ

国際規格案）
発効後にも全国でのセミナーを予定していま

るパートナーとして現場を重視した審査を行います。審

す。昨年 11月からは「お客様無料相談会」や WEBを活用

査責任者はご希望により3 年間固定のため安心かつ効率
的です。また、審査結果はその日のうちにご報告します。

したセミナー・相談会も実施しています。今年 2月には、
「EMS/QMS規格改正移行ガイダンス」
を発行し、移行に

第2は
「サポート力」
です。審査時期だけでなく年間を通

向けたスケジュール、対応方法などを提供しています。

してサポートします。
「 ISO友の会」
として、フォーラム、

一方、JACO社内では、審査員教育を計画的に進め、審

研修会、環境研修ツアー、定期的な情報発信などを行い、

査員の力量向上に努めています。規格改正をよい機会と

お客様と JACO、そしてお客様どうしの交流を図ります。

捉えて、ぜひ経営に活かしていただきたいと思います。

セミナー事業も充実しており、年間を通したカリキュラ
ムの他に、１年中いつでもどこでも駆けつける
「出張セミ
ナー」
も実施しています。

最後に
3/19の JAB
（日本適合性認定協会）
シンポジウムにおい

第 3は
「グローバル力」
です。世界有数の海外認証機関と

て
「第 1回 JABアワード」
の表彰式がありました。この狙

提携することにより、両機関の優れた部分を掛け合わせ、

いは、良好事例を表彰し、これを広く発信して組織の皆

日本国内と変わらない質の高い認証審査を可能としてい

様に継続的に認証を維持することの価値を再認識してい

ます。また、国内担当審査員の出張審査も可能で、グロ

ただくとともに、あらゆる関係者の新たなモチベーショ

ーバル企業出身者や海外勤務経験者がサポートします。

ンを喚起することです。今年は 5社が表彰されましたが、

そして、4番目は
「開発力」
です。認証機関としてお客様

そのうち、JACOのお客様として、清川メッキ工業株式

の発展に貢献するためには、新たな分野の調査研究が不

会社、ダイキン工業株式会社、株式会社島根富士通の3社

可欠です。JACOは現在世界で注目を集めている
「アセッ

が表彰されました。お客様の取組みが評価されたもので、

トマネジメントシステム
（ ISO 55001）
」
にいち早く取り組

JACOも認証機関として大変喜んでおります。今後とも

み、国土交通省の試行認証も受託し、すでに複数の認証

「皆様と共に進むパートナー」
として頑張ってまいります。
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ISO TC207とIEC TC111に
よる環境配慮設計規格の
共同作業部会への期待
IEC TC111議長 日立製作所
主管技師長

市川 芳明

ISO TC207とIEC TC111

国の法律に対しても同様の役割を果たしている。特に
TC111は製品に適用される規格を作ることから、よ

国際市場に大きな影響を与え得る規格、とりわけ社

り
「製品環境政策」
に密接である。世界各国のRoHS指

会課題を対象とした標準化には、複数の標準化機関が

令
（有害物質の含有禁止法）
に引用されるIEC 62321

重複して作業を開始する傾向がある。そのような標準

やIEC 62474などの発行はこの典型といってよいだ

化テーマの典型の一つが「環境問題」
である。環境問

ろう。組織内部のマネジメントシステムを中心とす

題は各国の法規制に反映される。その分ビジネスへの

る規格作りのISO TC207と製品環境規格を扱うIEC

影響が強い。JACO NEWSの読者におなじみのISO

TC111との間には相補的な関係を見出すことができ

TC207（ 環境マネジメント）
は多数の環境関係の規格

る。

を世に送り出している老舗である。
一方で、IEC TC111「 電気電子分野の環境規格」
に

環境配慮設計という共通テーマ

なじみのある方は少ないだろう。IECは電気電子分野

しかし、共通のテーマもある。その典型が「環境配

の規格全般を扱う標準化団体で、ISOと同様にジュネ

慮設計」
である。これは法的には欧州の
「エコデザイン

ーブに本部を置き、歴史的にはISOよりも古くから

指令」
に関係が深い。この指令は対象とする多数の製

設立されている。しかし、環境問題を扱うTC111は

品に環境配慮を求めるもので、多くはエネルギー効率

2004年に作られ、ISO TC207に比べ、まだまだ若い

に関わるが、より広い概念で「環境性能」
および「設計

TCである。

時のライフサイクル環境影響を配慮した取り組み」
を

IEC TC111は設立当初から環境問題の先輩である

要求する。欧州に輸出する製品には設計プロセスで環

ISO TC207に敬意を払い、リエゾンを結んでいただ

境影響を配慮した証拠として「技術文書」
を作成しな

いていた。筆者はTC111の議長であると同時に、最

ければならず、当局の求めがあれば速やかに提出しな

も頻繁にTC207の会議に出席してきたリエゾンエキ

ければならない。
この指令のための規格作りを筆者らは目指してい

スパートでもある。
IEC TC111の環境規格は、ISO TC207より法律

た。筆者がまだIEC TC111のWG2の主査であった

に近い部分で規格を作ってきた。なぜならば、IECは

2005年から、この規格作りは始まった。2009年に完

欧州電気規格標準化委員会
（CENELEC）
との関係が

成し、欧州政府にエコデザイン指令の整合規格
（法律

深く、欧州政府の法律上の要求
「Mandate」
に答える

に引用される規格）としての採用を打診したところ、

こともその役割の一つであるからだ。もちろん世界各

「エコデザイン指令は電気電子製品のみを対象とした

IEC TC 1 1 1の東京全体会合
（ 2 0 1 4 年 1 1月、筆者は左端 ）
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ものではないため、適用範囲が電気電子に限定される
IEC 62430は不適切」
との判断が下された。筆者は大
変残念な思いをしたことを覚えている。
この経験で筆者が思ったことは、IEC 62430をな
んとかISOとのダブルロゴにして出版できないかとい
うことだった。ダブルロゴ規格はIECとISOの両方
のセクターに適用できる。つまり、全ての製品分野で
ある。IEC規格をベースとして、改定のタイミングが
JWG ECDの第２回ミラノ会合
（ 2 0 1 5 年 3月、
前列中央が主査の山田教授
（ 筑波大学 ）

来たときに今度はISOと共同で開発することができな
いものかと考えたのである。これが現実のものとなり、
昨年
（2014年）
がその共同作業部会
（JWG ECD）
のス

原案を書き始めていた。しかし、ISO側の反対意見、

タートになった。

特に
「環境規格ではISOが主導権を握るべきである」
と

成功までの道のり
ここまでこぎつけるのに、筆者はほぼ４年をかけた。
合同作業部会
（JWG）を設立する際には、ISOかIEC

いう主張が根強く、受け入れムードにならなかったの
である。しかし、筆者はあきらめずに毎年のTC 207
総会で主要メンバーを口説き続けた。
そして、決定的な転機を迎えたのが2014年である。

のどちらか一方がリーダー役をやることになる。もち

同年のISO TC 207パナマ会合での出来事である。筆

ろん両者が平行投票し双方ともに可決されなければダ

者が再びCAGに経済産業省の代表らとともに出席し、

ブルロゴスタンダードは発行できないのであるが、リ

IEC TC111の議長として共同作業提案の趣旨を正式

ーダーをどちらがやるかは常に大きな問題となる。こ

に説明した。その結果賛成多数でIECリードの共同作

の場合の筆者の立場では、IECとしてリーダシップを

業案を受け入れる方向性が確認された。

とりたかったが、ISO側に納得してもらわなければな
らない。

今後の展望とJACO認証活動への期待

幸い筆者はISO TC 207の常連でもある。2009年

環境配慮設計規格がISOとダブルロゴになるメリッ

から、ISO 14006「 環境マネジメントシステム－エコ

トは大きい。もともと製品の環境配慮はサプライチェ

デザインの導入のための指針」
の開発に日本派遣エキ

ーン全体で取り組む必要があり、そのためには非電気

スパートとして参加していたのである。その時に各国

電子セクターも必然的に同じ取り組みをしていかなけ

から来ている同僚達のフラストレーションが私にとっ

ればならないからである。電気電子だけで閉じる世界

てのヒントとなった。彼らは、本当は設計者やエンジ

ではない。

ニアのための環境配慮設計を書きたかったのだ。しか

ご存知のようにISO 14001がほぼ10年ぶりに大幅

し、SC1（ 環境マネジメントシステム）の下での開発

改定される。今回の改定には新しい特徴が多数盛り込

であったために、環境管理者のためのガイドラインと

まれているが、その最大のものはエコデザイン、すな

せざるを得なかった。このフラストレーションを理解

わち「製品の環境配慮設計要求」
だと筆者は感じてい

していた筆者は新たに規格を作る機会があれば、彼ら

る（詳細箇条8.1「 運用の計画及び管理」
の部分）
。しか

は乗ってくるだろうと思ったのである。この頃から、

し、箇条8.1だけでは、実際に何をしなければならな

水面下でISOの仲間と対話やメールのやり取りを行

いのかが明確ではない。ISO/IEC 62430はその具体

い、新規作業提案
（新しい規格を開始する提案書）の

的な要求事項を与える規格として位置づけることがで
きる。
欧州に輸出する企業や電気電子メーカーだけでは
なくこれから各社とも環境配慮設計の社内取り組み
を強化する必要がある。ISO 14001の認証と同時に、
ISO/IEC 62430の認証を希望する企業も増えるであ
ろう。これは認証ビジネスの新たなチャンスになるだ

JWG ECDの第１回東京会合

ろう。ぜひ積極的な取り組みを期待したい。
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ISO国際会議を通して得た知見を活かした、
今後のJACOの取組みについて
経営企画部

副部長

齋藤 哲也

理事会常設委員会

はじめに

報告／責任
助言

総会
理事会

会長委員会

TMB

ISOエキスパートとして国際規格の改訂作業に参加し
た貴重な体験を通して得られた知見を基に、JACOの目
指す方向について述べて参りたいと思います。

ISO規格開発の仕組みと体制

政策開発委員会
適合性開発委員会

専門委員会
（ TC ）

図 1 ISOのガバナンス体制
技術管理評議会
（ TMB ）
専門委員会
（ TC ）

1）ISO組織の構成
図1にISOのガバナンス体制を示します。ISO（国際
標準化機構）は1947年に電気電子分野以外の国際規格
を扱うために創設された国際標準化組織です。本部は

分科委員会
（ SC ）
作業グループ
（ WG ）

スイスのジュネーブにあり、会員数は163、規格開発に
携わる専門委員会の数は224、分科委員会の数は513、

標準物質委員会
技術助言グループ
戦略的助言グループ

図 2 技術管理評議会とTC・SC・WGの関係

WGの数は2516を超える最大の国際標準化組織です（*1
2011年度の数値）
。このなかでISOの運営を担ってい

を委託された審議団体がこれに該当します。ISO/IEC

るのはISO理事会です。このISO理事会は、20 ヶ国の

17021の開発では、17021対応WG委員会がこの審議団

ISO会員とISO政策開発委員会の議長によって構成され

体として国内の意見を集約し、規格に反映させています。

ISO会長が理事会の議長を務めています。日本はJISC
（日
本工業標準調査会）
がこの会員にあたります。

認証機関の運営、体制に影響を及ぼすISO規格と体制
3）
実質的に規格の策定や、問題点を討議する場は、WG

2）
国内外の規格開発の体制

が中心になります。WGはTCまたはSCなどの委員会

私は、ISO本部が幹事を担当するWGに参加しまし

メンバーから任命されたエキスパートで構成されます。

た。開発の過程ではそれぞれの会員が帰属する国内審議

エキスパートは任命した組織、団体を離れ、個人の立場

団体が意見を吸い上げています。我が国の場合JISの国

で自己の知識に基づき専門的知識で規格の開発に貢献す

内規格及びISOやIECの国際標準化活動を統括してい

ることが求められます。このように議論が中心のWGで

るJISC（日本工業標準化調査会）
から国際規格案の審議

すが、WGで用いられる言語については制限があります。

写真 1. ISO/CASCO-WG 2 1メンバー （ 2 0 1 5 年１月2 2日）
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ISOの公式言語は、英語、仏語、ロシア語で、委員会業

で認識された問題のなかに存在する視点の違いに気付く

務はこのうちのいずれかの言語で行われなければなら

ことが重要です。その上で方向性を示すことにより深み

ず、英語が最も広く使用されていることから、ISO本部

のある検討ができたという場面に多く遭遇いたしまし

は確かな英語力を持たないエキスパートは委員会業務に

た。グローバルな視点とは結果として3現主義をグロー

効果的に参加できないとしています。一方効果的な提案

バルに広げることから得られるものでこの観点から策定

や特殊な意見をけん制する上からも英語力だけでは不十

された規格には普遍的な意味が込められています。規格

分で、規格に対する理解と討論のスキルなども重要な要

の要求に基づく認証が組織のグローバル化に貢献できる

因です。

と感じました。

ISO規格を支える組織

今後のJACOの取組みについて

1）ISOとIAF

1）
規格開発への適切なフィードバック

ISOは「製品、サービス、プロセス、材料、システ

ワールドワイドで行われる審査で得られる現場の意見

ム、適合性評価、経営行為及び組織行動のための国際規

を基に、実際に役立つ規格の実現に貢献することが認証

格
（IS）及びその他の規格類を開発し、ISO 9001、ISO

機関としては重要と認識しています。私共は審査の実施

14001も含めISO規格に対する適合性の認証は行わない」

方法、認証された組織の健全な発展に寄与したさまざま

と説明しています。そこで定めた規格の趣旨に適合して

な豊富な事例を審査機関のノウハウとして所有しており

運用されているかどうかを公平な仕組みと判断基準で評

ます。これらを適切に規格策定にフィードバックするこ

価することが必要になりました。このような評価の仕組

とが必要でそのために、業界団体でありIAFの会員で

みを第三者認証制度と呼びます。この制度は組織が運用

あるJACBへの参加を積極的に推進することで適切な規

する国際規格の運用度を、第三者の立場で評価する認証

格開発に貢献したいと考えています。

機関と、この認証機関の能力を監視する認定機関が認
証機関を認定することで、信頼性を保つ制度です。IAF

グローバル化する企業活動を支える認証事業を目指して
2）

（International Accreditation Forum）とはこうした

日本企業はその規模に関わらずグローバル化が避けら

第三者認証制度を支える認定機関を中心に、認証機関、

れない状況に直面しています。モノづくりだけに集中し

規制当局者、業界団体などが集まり、公平な審査の仕組

輸出だけをして行けば収益が確保できる時代ではありま

み、審査の基準や評価の問題点などを話し合い、継続的

せん。グローバルな活動のなかで製品やサービスとこれ

に改善していくことを進める国際的な組織です。

を支える生産・管理手法やさまざまな基準や規格、ノウ

国際会議を通して感じた認証事業への期待
1）CASCO-WG21で討議された現状の問題点

ハウなどの無形の知的財産が一体となって技術や管理手
法に価値が生まれ、利益の源泉になることが理解されつ
つあります。さらにインターネットが整備されたおかげ

CASCO-WG21では現状規格の問題点を率直に話し

で情報の流通もグローバルに展開できる下地ができてい

合い、誤解を与える表現や、新たな要求の導入などが討

ます。少子高齢化のなかで企業の規模に関わらず国内だ

議されます。今回の改訂では、認証に関わるマークやロ

けで事業を維持発展可能なめぐまれた環境は少なく、む

ゴ、認定シンボルの取扱いと誤解を与える規格表現、公

しろ積極的にグローバル化を進めた企業が成功している

平性を担保する仕組み、リスクを考慮した組織運営、審

例が多くなりました。こうした企業を支える仕組みとし

査手順に影響を及ぼす曖昧な表現の見直し・変更と章立

てISOを積極的に活用し、世界に通じる運営の仕組みを

ての見直しなどが行われました。このように現状の問題

構築することで組織により多くのチャンスが訪れると思

を取扱い継続的に改善していくことが規格策定のプロセ

います。JACOはこのような組織を支援できるグローバ

スになっています。

ル認証機関として、海外認証機関との提携や国際認証事
業に取組める組織体制を今までにも増して拡充して行き

2）
グローバルな視点が欠かせない認証事業を支える
規格とその意義及び期待
現実の問題に対処し、合理的な結論を出すには、各国

たいと考えております。
参考資料：* 1：国際規格開発のために ISOの役割別手引き 2 0 1 2
年 2月第 2 版 日本規格協会発行 2：My ISO job What delegates
and experts need to know ; iso.org 2 0 1 4
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ISO 14001/9001規格改正の
大局的な理解のために
技術部

部長

水上 浩

ISO 14001及びISO 9001は、それぞれ本年4月のロ
ンドン会合
（本年2月の東京会合では審議未了となり、

にて紹介していますので、併せて参照ください。
図2のISO 14001の 指 針 で は、TC（ 技 術 委 員 会 ）

ロンドン会合が追加されました）
、及び本年2月のリト

207/SC1による2013年11月の公開文書に示された”

アニア会合の決議を経て、いずれも本年7月前後に最終

What are the emerging changes ? ”
を踏襲した内容と

国際規格原案
（以下、FDIS）
が、そして9月前後に国際

なっています。emergingとは、emerging country（新

規格
（IS）
が発行される予定です（図1）
。改正作業もいよ

興国）
のように、従来から存在していたものの、今回注

いよ大詰めを迎える中、本稿では改正規格の各箇条の相

目された考え方との意味があります。すなわち、2004

互関係を踏まえて、全体をどのように捉えるべきかを大

年版でも規格が意図、もしくは期待していた事項が、改

局的視点から解説します。

正規格では「要求事項」
となったと解釈することができ

また、ISOの運用状況を2つの観点から分類し、改正

ます。図3に示すISO 9001でも基本的には同様で、全

規格の有効な活用法ついて考察しましたので併せてご紹

く新しい考え方が導入されたというよりも、ISO規格を

介します。

より有効に活用し、パフォーマンスを向上させるために、

ISO 14001/ISO 9001の規格上の
変更点
図2及び図3に、国際認定フォーラム（IAF）
が発行し
た、それぞれISO 14001（ 本年2月27日）
及びISO 9001
（本年1月12日）
の2015年版への移行計画の指針で公開
された、規格上の変更点を示します。各規格の国際規格
原案
（以下、DIS）
に関して、規格運用の観点からみた強
化ポイントはJACO NEWS No.27（ 2014年10月発行）
2014
１１/22
6/27
発行済
発行済
CD
DIS
委員会
国際規格原案
原案
2013年11月 2014年6月
5/9
発行済

2015

2018

ISO 14001

認証移行期間

FDIS
最終国際規格原案

IS
国際規格

2015年6〜７月

８〜９月

ISO 9001

移行完了
201８年８〜９月

認証移行期間

DIS
国際規格原案

FDIS
最終国際規格原案

IS
国際規格

移行完了

201４年５月

201５年７月

9月発行

201８年9月

改正スケジュール要点
Ⅰ. ISOとしての改正版発行予定は、
ISO 14001は２０１５年８〜９月、
ISO 9001は
２０１５年９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 1 ISO 1 4 0 0 1 / ISO 9 0 0 1 規格改正スケジュール
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これまであった事項を、形式ではなくより本質的観点か
ISO/TC207/SC1 公開文書（2013年11月22日回付 ）より
➡IAF：ISO 14001:2015 への移行計画の指針（2015.2.27）
What are the emerging changes ?
①戦略的環境マネジメント
▶戦略計画プロセスにおける環境マネジメントの重要性
が増大
▶組織が環境に与える影響＋環境から組織への影響 →リ
スクと機会の認識と対応
②リーダシップ
▶システムの成功を確実にするためにトップのリーダシ
ップに関する責任の導入
③環境の保護
▶汚染の予防に加え、持続可能な資源の利用、気候変動、生
物多様性などへの対応拡大
④環境パフォーマンス
▶システムの継続的改善から、パフォーマンスの継続的改
善へのシフト
⑤ライフサイクル思考
▶EMSによる管理と影響の範囲をライフサイクル全体に
拡大
⑥コミュニケーション
▶環境コミュニケーション戦略の確立と実施
⑦ドキュメンテーション
▶クラウドベースシステムなどIT技術革新を反映した「 文
書化した情報 」概念の組込み

図 2 ISO 1 4 0 0 1 改正の規格上の主な変化

IAF：ISO 9001:2015 への移行計画の指針（2015.1.12）
① ISO専門業務用指針第1部の附属書SLで規定されるHLSの
適用
② プロセスアプローチの理解と適用を支援し改善するため
のリスクに基づく考え方についての明確な要求事項
③ 規範的な要求事項の削減
④ 文書化要求があまり強調されなくなる
⑤ サービス業に適用しやすくなる
⑥ QMSの境界(boundaries)を決定しなければならない
⑦ 組織の状況（organization context）の強調
⑧ リーダーシップの強化
⑨ 顧客満足度を改善するため期待される成果（desired
outcomes）を達成することを強調

図 3 ISO ９００１改正の規格上の主な変更

ら強化したとみることができます。両規格で共通して求

表１ ISO 1 4 0 0 1：DISと2 0 0 4 年版との箇条比較
ISO 14001:2015(DIS)

ISO 14001:2004

序文
1 適用範囲

1 適用範囲

2 引用規格

2 引用規格

3 用語及び定義

3 用語及び定義

4 組織の状況

－
（タイトルのみ）

4.1 組織及びその状況の理解

該当なし

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

該当なし

4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定

4.1 一般要求事項

4.4 環境マネジメントシステム

4.1 一般要求事項

5 リーダシップ 		

－

5.1 リーダシップ及びコミットメント

該当なし

5.2 環境 方針

4.2 環境方針

5.3 組織の役割、
責任及び権限

4.4.1 資源，
役割，
責任及び権限

6 計画 		

4.3 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

該当なし

6.1.2 著しい環境側面

4.3.1 環境側面

められている点は、表現は各々異なるものの、組織の目

6.1.3 順守義務

4.3.2 法的及びその他の要求事項

的・戦略的方向性
（図2①、図3①⑦）
、リーダーシップ
（図

6.1.5 取組みのための計画策定

2②、図3⑧）
、リスク
（図2①、図3②）
、パフォーマンス・
成果
（図2④、図3⑨）
などについての考え方が共通して
導入・強化されていることが分かります。

ISO 14001/ISO 9001各箇条の
新旧比較
表1及び表2に、ISO 14001及びISO 9001の新旧箇
条比較を示します。それぞれ表の左欄にDISの箇条目
次を示し、右欄には現行規格
（ISO 14001：2004/ISO
9001：2008）
の該当する箇条を併記しています。表1下
の図4に本年2月の東京会合で審議した箇条6のFDISの
箇条名を併せて示します。DISの箇条
「6.1 脅威と機会
に関連するリスクへの取組み」
は用語を定義することで、
附属書SLの箇条名に戻されました。
さて、表1によると、図2 ～ 3で示した共通的に導入・
強化されている内容が、主としてDISの箇条4 ～ 6に示
されており、これらに対して現行の2004年版には該当
がない事項が多く見受けられることが分かります。表2
のISO 9001においては、現行の2008年版に該当がな

6.1.4 脅威と機会に関連するリスク

DISの箇条5には2008年版に該当箇条がありますが、
実際にはその内容はDISで大幅に強化されています。

改正規格の各箇条の相互関係
図5に主として箇条4 ～ 6の各箇条の相互関係の体
系的フローを示します。このフローはISO 14001及び
ISO 9001いずれにも共通しています。まず、4.1では
「組

該当なし

6.2 環境目的及びそれを達成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策定
7 支援

－
4.3.3 目的，
目標及び実施計画
4.4. 実施及び運用

7.1 資源

4.4.1 資源，
役割，
責任及び権限

7.2 力量

4.4.2 力量，
教育訓練及び自覚

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

4.4.3 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

4.4.4 文書類/
4.4.5 文書管理/
4.5.4 記録

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

4.4.6 運用管理

8.2 緊急事態への準備及び対応

4.4.7 緊急事態への準備及び対応

9 パフォーマンス評価

4.5 点検

9.1 監視、
測定、
分析及び評価

－

9.1.1 一般

4.5.1 監視及び測定

9.1.2 順守評価

4.5.2 順守評価

9.2 内部監査

4.4.5 内部監査

9.3 マネジメントレビュー

4.6 マネジメントレビュー

10 改善

－
4.5.3 不適合並びに是正処置及
び予防処置

10.1 不適合及び是正処置
10.2 継続的改善

4.1 一般要求事項

※ 太字・斜体 • 下線：EMS 固有要求事項

い箇条が全体に散見されますが、ISO 14001と同様に
DISの箇条4及び6において、
「 該当なし」
がみられます。

該当なし

DIS

FIDS

6.1 脅威と機会に関連するリスク への
取組み

6.1 リスク及び機会への
取組み

6.1.1 一般

6.1.1 一般

6.1.2 著しい環境側面

6.1.2 環境側面

6.1.3 順守義務

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策定

6.1.4 取組みの計画
※用語「リスク及び機会 」の定
義：潜在的な有害な影響
（脅
威）
及び潜在的な有益な影
響
（ 機会 ）

図 4 ISO １４００１箇条 6. 1のDIS ⇒ FDISの変更

JACO NEWS ︱ APRIL ︱ 2015 

9

2
表 2 ISO 9 0 0 1：DISと2 0 0 8 年版との箇条比較
ISO 9001:2015(DIS)

ISO 9001:2008

序文
1 適用範囲

1 適用範囲

2 引用規格

2 引用規格

3 用語及び定義

3 用語及び定義

4 組織の状況

外関係者とそのニーズ・期待の決定」
がそれぞれ求めら

－
（タイトルのみ）
該当なし

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

該当なし

4.4 品質マネジメントシステム及びそのプ
ロセス

要求事項に該当なし
（1.2 適用 ）
4.1 一般要求事項
（／ 0.2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

－

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 経営者のコミットメント

5.1.2 顧客重視

5.2 顧客重視
5.3 同左

5.3 組織の役割、
責任及び権限

5.5.1 責任及び権限／ 5.5.2 管理責任者
－

6.1 リスク及び機会への取組み

条4.1・4.2は、箇条6.1「リスク及び機会の決定」
、箇条
5.1/5.2「リーダーシップ及びコミットメント/方針」に
おいても考慮事項となっています。さらに、箇条9.3「マ
ネジメントレビュー」においては、箇条4.1・4.2の変化
についてレビューすることが求められています。また、

該当なし

6.2において戦略的な取組みの計画へと反映され、箇条
8.1「 運用」
においても考慮が求められています。

5.4.1 品質目標 ／
5.4.2 品質マネジメントシステムの計画

このように、改正規格においては箇条4.1及び4.2が

6.3 変更の計画

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画

P-D-C-Aサイクルにおいて考慮され、規格全体を貫く重

－

7.1 資源

7.1.1 一般

要な前提条件となっており、この考え方を常に意識する

－
6.1 資源の提供

7.1.2 人々

該当なし

7.1.3 インフラストラクチャ

6.3 同左

7.1.4 プロセスの運用に関する環境

6.4 作業環境

7.1.5 監視及び測定用の資源

7.6 監視機器及び測定機器の管理

7.1.6 組織の知識
7.2 力量

該当なし
6.2.1 一般
6.2.2 力量，
教育・訓練及び認識

7.3 認識

6.2.2 力量，
教育・訓練及び認識

7.4 コミュニケーション

5.5.3 内部コミュニケーション

7.5 文書化した情報

4.2 文書化に関する要求事項

7.5.1 一般
7.5.2 作成及び更新

4.2.1 一般
4.2.3

文書管理

4.2.4

記録の管理

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

7.1 製品実現の計画

8.2 製品及びサービスに関する要求事項
の決定

7.2 顧客関連のプロセス

8.3 製品及びサービスの設計・開発

ことは改正規格をさらに有効に活用するための前提条件
であるといえます。

改正規格の有効な活用法についての考察
図6に現在運用されている2004年版のEMS/QMSの
運用状況について、横軸に
「マネジメントシステム
（以下
MS）
の充実度」
を、縦軸に「MSの経営への貢献度」
をと
ったポートフォリオの例を示します。縦軸及び横軸は定
性的かつ相対的な尺度ですが、各象限における組織の傾
向性は概ね次のように区分できます。充実度が低く、経
営貢献度が小さい領域
（第3象限）
では、ISOの認証取得
のみを目的として、表面的な活動や形式的な活動からス

7.3 設計・開発

タートしたEMS/QMSが、累積的な変更により肥大化

8.4 外部から提供される製品及びサービ
スの管理

7.4 購買

し無駄な運用管理活動が多く、本来の改善活動と乖離し

8.5 製造及びサービス提供

7.5 同左

8.6 製品及びサービスのリリース

8.2.4 製品の監視及び測定

8.7 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

8.3 不適合製品の管理

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

8.1 一般／ 8.2.3 プロセスの監視及び測定

9.1.2 顧客満足

8.2.1 同左

9.1.3 分析及び評価

8.4. データの分析

9.2

内部監査

9.3

10

を決定しなければならないとされています。加えて、箇

6.2 品質目標及びそれを達成するための
計画策定
7 支援

9

れ、これらを考慮して4.3においてE/QMSの適用範囲

箇条4.1・4.2を考慮して決定したリスク及び機会は箇条

5.2 品質方針

6 品質マネジメントシステムの 計画

成するための組織の能力。そしてその能力に影響を与
える内部・外部の課題を決定すること」
、4.2では「利害

4.1 組織及びその状況の理解
4.3 QMSの適用範囲の決定

織の目的に関連したE/QMSの意図した成果。これを達

マネジメントレビュー

改善

8.2.2 同左
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
8.5 同左

10.1 一般

該当なし

10.2

不適合及び是正処置

8.5.2 是正処置

10.3

継続的改善

8.5.1 同左

※太字・斜体 •下線：QMS 固有要求事項、箇条８．２〜８．７の下位細分箇条は省略
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4.1
関連する内部
及び外部の
課題の理解

4.2
利害関係者の
ニーズ及び
期待の理解

状況の変化の
理解

5.1/5.2
リーダーシップ＆
コミットメント方針
６.1/６.2
リスク及び機会の決定
（戦略的な取組みの計画）

4.3
適用範囲の
決定

8.1
運用
（運用の
計画及び
それらの実施）

必要に応じて
EMS/QMSを変更

9.3：マネジメント
レビュー

9.1：監視測定
9.2：内部監査

図 5 組織の状況とリスクベース思考の体系的フロー

た運用となっているなど、形骸化している状況です。一

化や無駄な
（活用されていない）
手順書の削除などが優先

方、充実度は高いものの、経営貢献度が小さい領域
（第

事項であると考えられます。その上で、図2④、図3⑨

4象限）は、
「 大企業型EMS」と総称しました。第一象限

にあるパフォーマンス・成果重視のプロセスの確立が重

のE/QMSと事業経営が統合された、MS先進企業の多

要な方策といえます。図7の第4象限
「大企業型EMS」
で

くは大企業であることも事実ですが、MSは継続的に改

は、セクショナリズムが課題であることが多いので、箇

善され充実しているものの、いわゆる縦割り組織などの

条4.1「 組織及びその状況理解」
に鑑みた大局的観点から

セクショナリズムにより、管理担当者の権限が、事業部

の内部・外部の課題及びビジネスに関わるようなリスク

門において十分に行使されないなどの経営への貢献度が

と機会
（箇条6.1）
の要求事項を活用し、社内関連部門と

小さい状況は、部門ごとの職務分掌が細分化された大

の連携・協調関係を構築することで、矢印②に示す向上

企業に多く見られる傾向であるといえそうです。また、

への寄与が期待できます。第2象限
「直感型
（ワンマン）

MSの充実度は低くとも、経営貢献度が大きい領域
（第

経営」
においては、高いパフォーマンスを軸としながら、

2象限）では、特にPDCAのDo（ 運用管理）に秀でたリ

上述の
「文章化した情報」
の主旨を踏まえて、ISO用語や

ーダーや経営者による属人的な取組みによって、高いパ

規格に準じたマニュアルなどを再定義し、従業員各位が

フォーマンスが実現されているような状況が考えられま

最も理解しやすい用語や仕組みを通して、改正規格の要

す。一方、MSが充実し、経営への貢献度が高い領域
（第

求事項を満たすようなMSに改善
（矢印③）
することが肝

1象限）
は先に述べたように、MSが事業プロセス・経営

要です。さらに、第1象限のように「EMSと事業プロセ

に統合された状況であり、附属書SLに基づく改正規格

スとの統合」
がなされている状況をさらに向上させる
（矢

が求めるマネジメントシステムの姿です。既に現行規格

印④）
ためには、図2①、図3①⑦に示される組織の目的・

の要求事項を上回り、積極的に先進的取組みを行ってい

戦略的方向性に関わる規格の変更点を中心として、箇条

る組織は、この領域に位置付けられますが、他方、現状

4.4に示される「プロセス及びその相互作用」
（いわゆるプ

では多くの組織は図中に示したように、相対的には「大

ロセスアプローチ）
の改善を、トップマネジメントによ

企業型EMS」もしくは、
「 形骸化したEMS」の領域に分

る強いリーダーシップ（箇条5.1）
で推進することが重要

布していると考えられます。

です。

さて、これらの課題に対して改正規格をどのように活
用すべきかについて考えてみます。
「 形骸化したEMS」
は

おわりに

肥大化、膠着化などからの脱却が重要であり、まずは図

JACOでは引き続き、皆様が安心して改正規格へスム

7の矢印①に示すように、MSの充実度を向上させ、そ

ーズに移行して、パフォーマンス向上をはかれるよう、

の後に経営への貢献度増加を目指すことが望ましいと考

審査、セミナーそして、友の会におけるサービス提供を

えられます。そのためには、図2⑦、図3④に示した
「文

強化してまいりますので、ぜひとも積極的にご活用くだ

章化した情報」
の主旨を踏まえた、規程類などのスリム

さい。

大

MSの充実度

形骸化した
E/QMS

E/QMSと
事業戦略の
統合

直感的
（ワンマン）
経営

高

低

MSの充実度

現状
大企業型
E/QMS

3

MSの経営への貢献度

低

MSの経営への貢献度

直感的
（ワンマン）
経営

大

形骸化した
E/QMS

E/QMSと
事業戦略の
統合

4

高
2
1

大企業型
E/QMS

小

小

図 6 現状のEMS/QMS 運用のポジショニング

図 7 改正規格の活用によるパフォーマンス向上のために
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CUSTOMER VOICE 1

仙台市建設局

日本初のISO 55001認証取得
～仙台市下水道事業のアセットマネジメントシステム～
下水道経営部 経営企画課 経営戦略室長

水谷 哲也

様

はじめに
仙台市下水道事業は 1899 年に下

仙台市 ホームページ
http://www.city.sendai.jp/

を「チェック」する仕組
みが盛り込まれているこ
とを確認した。

水道の建設を開始して以来、117 年

そこで本事業では ISO

間にわたって仙台市民に下水道サー

55001 に基づく内部監

ビスを提供し続けている。近年本事

査を導入することとし、

業においては、施設の老朽化が進み、

監査基準や計画、チェッ

更新の必要性が高まる一方、人口や

クリスト等を含むプログ

税収の伸び悩みによる予算や職員数

ラムを策定して、2013

の減少も続く等、多くの課題を抱え

年度に初めての監査を実

ている。そのため本事業ではアセッ

施した。この結果、AMS に関する理

3 月 11 日、 奇 し く も 本 市 を 襲 っ た

トマネジメント（AM）システム（S）

解が大幅に促進されるとともに、今

東日本大震災から 3 年目の日に ISO

の導入を決意し、10 年間にわたり取

後改善が必要な分野が明らかになっ

55001 の認証を本事業の管路部門

組みを続けてきた。

た。また監査人を務めた職員が各課

において日本で初めて取得すること

での AM の取組みの中心として活躍

ができた。その後も本市においては

するなど多くの効果が生まれている。

AMS 改善と ISO 55001 認証の取組

AMSの整備
本事業が AM の取組みを開始した
当 時、AMS の 国 際 規 格 で あ る ISO

ISO55001認証の取得

▲2014年度の認証審査の様子

みを続け、2015年3月にはポンプ場・
処理場部門について範囲を拡大して
認証を取得した。

55001 はまだ策定されていなかっ

これに加えて、本事業では国土交

た。そこでオーストラリアにおける

通省下水道部による「下水道分野にお

上下水道 AM の事例を参考としつつ、

ける ISO 55001 適用ガイドライン

2008 年 に AM 導 入 戦 略 を 策 定 し、

検討委員会」に参加し、ISO 55001

本事業で導入した AMS は、更新コ

AM に必要な目標管理やリスク評価

認証に取り組むことにした。この過

ストの縮減や苦情処理時間の短縮な

といった内容に加え、業務プロセス

程では委員会の一員である JACO と

ど、市民や顧客に直接つながる効果

や組織の役割、管理に必要な基準や

ともに ISO 55001 の箇条と本事業

を発揮する一方、職員間での業務理

様式といった業務の本質的な要素に

の業務内容を比べてチェックする詳

解や改善という内部的な効果も表れ

まで踏み込んで変更・新設を検討し、

細な「ギャップ分析」を行い、本事業

ている。言い換えると ISO 55001

改善に取り組んだ。

における改善機会を抽出した。この

に整合したマネジメントシステムを

一方、2011 年より PC( プロジェク

結 果、 新 た に 本 事 業 に お け る AMS

導入し、包括的な業務改善を行うこ

ト委員会 ) 251 において ISO 55000

の統括ガイドラインにおいて、ISO

とにより、一過性ではなく持続的に

シリーズ策定に向けた具体的な検討

55001 との対応を考慮しつつ、こ

成果を生み出す仕組みを構築するこ

が始まった。本事業では当初よりこ

れまで行った AMS の様々な活動を体

とができる。本事業では今後も ISO

の規格に注目し、職員を派遣して規

系化して整理した。さらに実際の審

55001 に整合した AMS を維持改善

格策定に参加させ、情報収集に努め

査において職員の AMS に関する認識

することにより、下水道サービスを

た。この結果、新しい規格は本事業

向上について指摘されたため、修正

享受する市民に対してより大きな価

が進めてきた AMS と整合性が高く、

を図った。

値を提供するべく、努力を続けるこ

また今後整備が必要と思われる AMS

12 

JACO NEWS ︱ APRIL ︱ 2015

これらの取組みを経て、2014 年

今後の取組み

ととしている。

CUSTOMER VOICE 2

加山興業株式会社

統合MSの取り組みについて
（ＥＭＳ＆ＯＨＳＭＳの統合）
IMS管理責任者 （サーマルプラント主任 ）

薦田 久

様

加山興業株式会社 ホームページ
http://www.kayama-k.co.jp

定期サーベイランス審査を

会社紹介

受けました。また、今年で

弊社は 1951 年創業以来、廃棄物

10 年目を迎えるに当たり、

処理業者として愛知県を拠点に岐阜

JACO 様 よ り 10 年 継 続 賞

県、静岡県、三重県にまたがり廃棄

を頂きました。

処分に関する業務を行っております。
“とっても頑固なゴミ屋さん”を合

統合MSの取り組み

言葉に、産業廃棄物の徹底した適正

2013 年に統合マネジメ

処理、リサイクル率の向上を目指し

ントシステムとなりました

て、お客様の産業廃棄物に関する“不”

が、それまで別々で活動を

を取り除いていくことを目指し安心

行っていた為、規定とマニ

と安全をお届け出来るように努力し

ュアルで内容が重複していたので再

点を置き、目標達成するには何が足

ています。

度見直しを図り内容をスリム化させ

りないのかを認識する事で意識の向

ました。リスクの管理においても、

上と連帯感を持ち作業できるように

メンバーの交代などがあり、改めて

なりました。その上で従業員やその

OHSAS 入 門 セ ミ ナ ー を 受 講 し て、

利害関係者の業務上の労働安全と衛

認 証 取 得、2010 年 3 月 に OHSAS

リスク評価について学び、新たな問

生に関するリスクを適切に分析・管

18001 を認証取得し、2013 年 1 月

題点も発見できました。目的・目標

理し、労働安全衛生マネジメントシ

に審査を受けた際に ISO 14001 と

についても各部署の数値を「見える

ステムを継続的に改善することで、

OHSAS 18001 のマネジメントシス

化」し、社内の意識を高めました。

労働災害発生の可能性やそれに伴う

MS取得状況
2005年3月

に ISO 1 4 0 0 1 を

テムを統合して IMS マネジメントシ

また人が会社を育てると言う思い

ス テ ム と し ま し た。2015 年 2 月 に

があり環境面、安全面教育訓練に重

▲現場事務所の審査風景

経営リスクを低減するために活動を
進めています。

今後の取り組み
従業員の増加に伴い、2014 年９月
（弊社 54 期）組織体制が見直しされ
ました。部署ごとの専門知識が向上
出来るよう教育訓練を計画的に実施
し、トップマネジメントの期待に添
えられる様、目的目標数値を常に全
社員が意識して PDCA を繰り返して
いきます。また、環境事故、労働安
全災害等の発生リスクの低減に努め
るよう、JACO セミナーに積極的に
受講するなど、安全な職場を目指し
て更なるレベルアップに取り組んで
▲新切断機の作業工程の説明風景

参ります。
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CUSTOMER VOICE 3

株式会社 島根富士通

品質マネジメントシステムの有効活用
～第1回JABアワード受賞にあたって～
品質保証部

部長

高橋 正志

島根富士通

様

会社紹介
株式会社島根富士通は、ノートパ
ソコンのプリント基板から装置組立
まで一貫製造を行う日本一の製造会

ホームページ

http://jp.fujitsu.com/group/sfj/

第 1 回 JAB ア ワ ー ド 受 賞 に あ た り、
マネジメントシステムの活用事例に
ついて、いくつかご紹介します。

是正処置から予防処置へ

▲製造ラインのメンバー

社であり、お客様一人ひとりの注文

ノートパソコンは製品サイクルが

業務上必要な力量やスキルアップの

に応じるカスタマイズサービスも実

短い為、量産後に問題解決していた

為の教育訓練を行っています。教育

施 し て い ま す。1990 年 の 創 業 か ら

のでは、QCD 改善の効果が少なくな

体系や教育内容は、更なるレベルア

25 年間で培ったものづくり力を生か

ります。量産準備段階において、い

ップに向けて毎年見直しを行ってい

した「カスタマイズ & キッティング」

かにリスクを洗い出し、未然に問題

ます。また、幹部社員は全社員との

「LCM サービス」
「製造受託」の３つの

解決を講じるかが重要です。部品や

個人面談により、スキルアップの状

「ものづくりサービス」も提供してい

作業のバラツキによって生じる勘合

況や将来の目指す姿を共有し、教育

部分の隙間やキーボード・マウス等

訓練計画に反映しています。

ます。

品質マネジメントシステム
の継続的改善

の押した感覚などをすべて数値化し、
統計的に量産後のリスクを予測し、
必要によって量産前に設計変更や部

形骸化した仕組みの見直し
年1回行っていた内部監査は、
毎月、

弊社で製造するノートパソコンは、

品変更などの対策をとる活動を進め

項目を絞って実施する事により、狭

日本国内だけでなく、欧州・アジア・

ました。また、ヒューマンエラーの

く深い監査を行い、有効性に視点を

北米と世界中に出荷しており、海外

可能性を洗い出し、未然にポカヨケ

置いた内部監査を実施できるように

輸出に不可欠である ISO 9001 の認

や自動化を進める活動も量産前のプ

なりました。同じく年 1 回のマネジ

証を 1994 年に取得しました。この

ロセスに追加し、クレーム低減を図

メントレビューは、ISO 要求事項に

20 年間、パソコン業界における技術

っています。

そった形骸化した実施方法を廃止し、

の進歩は著しく、多機能化、低価格化、
薄型化、軽量化など、環境変化が激
しい業界のひとつであり、製品サイ

人材育成 ～
「ものづくり」は
「人づくり」
～

経営層・幹部社員で行われる事業計
画検討会をマネジメントレビューの
場と位置付け、10 数回にかけて前年
度のレビューと次年度のアクション

クルも短く、いかに短期間で製品の

弊社は、
「人は仕事で成長し、社会

QCD を安定化させるかが大きなポイ

に貢献する」を経営理念とし、品質管

ントです。QCD のパフォーマンスを

理教育、改善実践教育等の体系的な

向上する為には、マネジメントシス

教育や小集団によるボトムアップ活

テムを継続的に改善していく事が不

動を通して、自ら考え、問題解決で

従来より培ってきたものづくり力

可欠であり、その為には、
「ISO の要

きる人材育成に努めています。競合

を富士通グループ以外のお客様にも

求事項を満たす為にやる」のではな

他社がパソコン製造工場を人件費の

サービス提供しておりますので、お

く、
「やるべき事をやって ISO の要求

安い海外にシフトしていく中、国内

気軽にお問い合わせください。「も

事項に関連づける」という考え方で、

生産を存続させる為には、全社員の

のづくり」は「人づくり」
です。弊社は、

自社の経営の中に品質マネジメント

知恵と工夫により高いパフォーマン

これからもお客様のご要望を満足で

システムを組み込む事が最も重要だ

スを発揮しなければなりません。全

きる製品やサービスを提供できる人

と思います。

社員一人ひとりの力量を明確にし、

づくりに邁進してまいります。
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を徹底的に議論する場にしました。

最後に

SEMINAR

JACOセミナー詳細情報は
『JACOホームページ［ 研修•セミナ－］』
http://www.jaco.co.jp/seminar/ をご覧ください。

2 0 1 5 年上期スケジュール

★…規格改正関連セミナー

開催
場所

コ ース

環境マネジメントシステム

★

★

18
9

29

12〜13

25〜26

23〜24

20〜21

24〜25

大阪

16〜17

21〜22

15〜16

16〜17

20〜21

17〜18

9〜10

東京
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東京

7
28

東京

25
19

7

15
5

大阪

内部監査員養成
コース２日

21〜22

2〜3

大阪
東京

規格解説コース１日
（ 内部監査1日目と共同 ）

30〜7/1
21

FSMS審査員/主任審査員
トレーニングコース ５日

3〜4
2

大阪

30

3

東京
東京

3〜7
27〜28

29〜30

大阪

分かりやすく効果的な
内部監査の方法
（QMS）1日

★

東京

ISO 9001 国際規格原案を読み解く
～改正対応への心構え～

★

東京

18〜19
9〜10

11

大阪
8

4

大阪
東京

【JRCA承認 】ISMS審査員
研修コース ５日

8〜12

大阪
東京

ISO 27001：2013
ISMS内部監査員養成コース ２日

7〜11
16〜17

大阪

26〜27

15〜16

30〜31

14〜15

情報セキュリティＭＳ

ISO 27001：2013
移行のポイント解説セミナー１日

★

東京

15

大阪

14

ISO 27001：2013
差分研修【JRCA登録CPD 5時間】

★

東京

15

27〜28

17〜18

6〜7

19

21

14

大阪
東京

ISMS構築基礎コース ２日

JRCA登録
CPD7.5時間

9月
7〜11

23〜24

東京

【JATA公認 】内部品質監査員
養成コース ２日
品質
マネジメントシステム

8月

東京

大阪

環境 + 品質マネジメントの
統合化の基礎

日
7月

8〜12
18

大阪
★

EMSと事業プロセスとの一体化
【CEAR登録CPD】

催

13〜17

福岡

分かりやすく効果的な内部監査の方法
（EMS）１日
【CEAR登録CPD】

食品安全
マネジメントシステム

6月

18〜22

大阪

【JATA公認 】内部環境監査員
養成コース ２日

労働安全衛生
マネジメントシステム

5月

大阪
東京

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

統合
マネジメントシステム

開
4月

東京

【CEAR承認】ISO 14001環境
審査員研修コース ５日

2015年4月1日現在

13〜14

大阪

情報セキュリティマネジメント規格の詳細解説 ★
～JIS Q 27001：2014の真意を読み解く!～

東京

ISO/IEC 27004

東京

規格解説

演習から学ぶISMSリスクアセスメント
～ISO 31000：2009 リスクマネジメント～

東京

9〜10
12〜13

31〜9/1

16

16
25

18

21

24

東京

30

大阪

5

アセット
マネジメントシステム

規格解説コース １日
内部監査員養成コース ２日

東京

ITサービス
マネジメントシステム

規格要求事項の解説 １日

東京

9

内部監査員養成コース ２日

東京

9〜10

1〜2

【お問合せ先】E-mail :info-g@jaco.co.jp
（株）
日本環境認証機構 技術部

TEL: 0 3- 5 5 7 2-17 2 3 FAX: 0 3- 5 5 7 2-19 8 8 〒10 7- 0 0 5 2 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: 0 6- 6 3 4 5-17 31 FAX: 0 6- 6 3 4 5-17 3 0 〒530- 0 0 0 3 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。
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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
東京
関西

Â 0120-248152

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
東京

TEL. 03-5572-1726

■登録証発行に関することは
営業部

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
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. 03-5572-1731

■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■営業部

経営企画部

TEL. 03-5572-1741

FAX. 03-5572-1756

■審査に関することは

東京

TEL. 03-5572-1748

FAX. 03-5572-1388

関西

TEL. 06-6345-1732

FAX. 06-6345-1730

株式会社ジェイコ マネジメントシステム
TEL. 03-3585-8931

FAX. 03-5572-1731

■審査に関することは
審査部

TEL. 03-5572-1725
TEL. 03-5572-1727

FAX. 03-5572-1731

IS ビジネスユニット

TEL. 03-5572-1745

FAX. 03-5572-1733

審査部（関西）

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

編集
後記

4月に入り暖かい日と寒い日が交互に入り混じり体調を崩しやすい気
候ですが、皆様方にはどのようにお過ごしですか。今号も執筆者皆様
のご協力により、無事に発行することができました。大変感謝申し上
げます。有難うございました。今後とも皆様のお役に立てるように、
日々
取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。 （しい えす男）

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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