Japan Audit and Certification Organization
for Environment and Quality

31

2016 October No.
Close-up サイバーセキュリティ 〜制御システムセキュリティとCSMS〜
NEWS&REPORT
1─組織の情報セキュリティに真に役立つリスクアセスメント解説

NEWS &
REPORT 2─ 連載企画 2015年版規格解説シリーズ②

2015年版における
“リスク及び機会”の対応について

31

2016 October No.

I N D E X
▶ご挨拶

「人をつくる」
…………………………………………………………………… 3
株式会社 日本環境認証機構 代表取締役社長 立上 和男

2016年10月発行
編集・発行╱株式会社日本環境認証機構
〒 1 0 7- 0 0 5 2
東京都港区赤坂 2- 2- 1 9 アドレスビル
TEL 0 3- 5 5 7 2- 1 7 2 1
FAX 0 3- 5 5 7 2- 1 7 3 0

▶Close-up

NEWS & REPORT

サイバーセキュリティ 〜制御システムセキュリティとCSMS〜… …… 4
事業開発本部 新事業開発室 室長

羽田野 尚登

▶NEWS & REPORT
1 組織の情報セキュリティに

真に役立つリスクアセスメント解説……………………………… 6
ISビジネスユニット 参事 山口 元之

2

連載企画 2015年版規格解説シリーズ②

2015年版における
“リスク及び機会”
の対応について… … 10

研修事業部 部長 水上 浩

▶CUSTOMER VOICE
1 2015年版移行認証取得による

経営と一体化したEMSの取組み…………………………… 12
日東電工株式会社 亀山事業所 環境安全部 係長 岩脇 敦 様

2 ISO 9001 ２０１５年版移行について… ……………………… 13
表紙
里の秋
ISビジネスユニット 参事

上田 哲也

株式会社コムテック ISO推進 顧問 坂野 修次 様

3 2015年版は組織にとって、

Risk or Chance?!………………………………………… 14
掛川市・菊川市衛生施設組合 管理係 竹中 宏 様

;JACO SEMINAR

2016年下期スケジュール… ………………………………………… 15

大分県杵築市で撮影した雨上がりの刈田風景で
す。 今ではコンバインによる稲刈りが主流になった
ため、なかなか見ることができない稲むらが広がって
います。奥を走るのはＪＲ九州日豊本線の特急ソニ
ック号、通称「 白いソニック」
です。 鉄道写真の有
名な撮影ポイントではありませんが、何気なく通りが
かった里の秋の風景に、はっと気づき夢中でシャッタ
ーを切りました。日本の原風景に特急列車の爽やか
な風が駆け抜けます。
■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
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ご

挨

拶

「人をつくる」
株式会社日本環境認証機構
代表取締役社長

立上 和男

本年 6月 16日付で代表取締役社長に就任いたしまし
た立上でございます。
さて、JACOは本年 11月16日をもちまして、設立22
年を迎えます。認証を通じて長くお付き合いいただい
た皆様のお蔭と感謝しております。
就任に際し、JACOの目指す姿について述べさせてい
ただきます。
私の好きな言葉の一つに「物をつくる前にまず人をつ
くる」という言葉があります。松下電器の創業者である
松下幸之助が、
「松下電器は何をつくるところかと尋ね

くらせていただいている」という見方をすることもでき
ると思います。言い換えると JACOの本来業務は「人を
つくる」会社そのものであると言えます。
JACOは審査業務を通じて自己成長をし、またお客様
もマネジメントシステム認証を通じて自己成長してい
ただき、お互いが相互作用しながらさらなるマネジメ
ントシステムの信頼性向上、有効性向上を通してお客
様の経営成果に繋げて行きたいと考えております。
次に、JACOの特徴を
「超正直」
「超愚直」
として行きた
いと考えております。

られたら、松下電器は人をつくるところです。併せて

ISO認証の特徴は
「継続的改善」
であります。継続的改

電気器具もつくっております。こうお答えしなさい」と

善の起点は審査における不適合や改善の機会の指摘で

語られたそうです。

す。JACOの審査においては、必要であればしっかりと

これは、事業は人であり、人がまず養成されなけれ

不適合や改善の機会を指摘させていただき、組織様の

ばならない。人として成長があってこそ事業は成功す

さらなる継続的改善に繋げてもらいたいと思っていま

るということであります。また、会社は社会から人を

す。指摘に際しては「超正直」にお客様のためになる指

預かり、その人々が切磋琢磨して結果として物をつく

摘ができるようにしていきたいと考えております。

って売っているのであって、人の成長が大事だという
ことを表しております。

また、組織様とのお付き合いに際して、手間を惜しま
ず細かい所まで手が届くように、さらにしっかりと寄

認証会社はマネジメントシステムの認証をさせてい

りそえるように「超愚直」に行動していきます。例えば、

ただいておりますが、マネジメントシステムは「モノ」

審査終了後に CSアンケートをお答えいただいておりま

ではありません。ましてや、マネジメントシステムは

すが、私を含め経営幹部は毎週月曜朝一番に先週 1週

文字やマニュアルでもありません。マネジメントシス

間に回答いただいた CSアンケートに目を通して、課題

テムは「しくみ」であり、それを司っているのはまさに

がある事項に関しては即対応を図っております。ぜひ、

「人」であります。

率直なご意見をいただければと思います。JACOはお客

一方、JACOは審査員の審査を通じてお客様のマネジ

様が今回の規格改訂への対応を通じて、事業成長に繋

メントシステムを認証させていただいております。言

がるマネジメントシステムへ一層進化していただくこ

い換えますと JACOがお客様に提供させていただいて

とを目指しております。

いるものは「人」であります。そのため、JACOでは各

移行に際しては「セミナー」、
「 GAP分析」、
「段階的移

MSの専門領域のみならず、経営を語れる審査員教育を

行審査」などのさまざまなオプションを用意しておりま

月 1回の審査員会議をはじめ、あらゆる機会を通じて行

すが、最終的には、審査や研修を通した「人」と「人」と

い、皆様のご期待に沿えるように努めております。

の相互作用で化学反応が起こり、本質的な価値が生ま

また、JACOの本来業務はお客様のマネジメントシス

れるものと思っております。

テムの継続的改善につながる認証審査を行うことであ

JACOは全力を尽くして ISOのさらなる信頼性向上・

ります。これは前述のようにお客様のマネジメントシ

有効性向上に邁進いたします。ぜひとも共に進むパート

ステムを司っておられる
「人」を、認証行為を通じて「つ

ナーとして、末永いご縁をよろしくお願いいたします。
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サイバーセキュリティ

～制御システムセキュリティとCSMS～
事業開発本部
新事業開発室 室長

羽田野 尚登

サイバーセキュリティの状況
2014年11月公布の「サイバーセキュリティ基本法」
に基づく2015年9月閣議決定の「サイバーセキュリテ
ィ戦略」など、サイバーセキュリティ対策の重要性が
高まっています。サイバー攻撃によるセキュリティの
脅威は、国・自治体・公共団体などの公益性の高い組
織のみならず、民間企業も対象となっており、2015
年12月には、企業の経営者に向けた「サイバーセキュ
リティ経営ガイドライン」も策定されています。
サイバー攻撃の対象は、国や企業の重要情報の不正
取得といった機密性の侵害だけでなく、重要な社会イ
ンフラや企業活動の中断・停止につながる情報システ

行政施設
6%

報告
295件

交通
8%
医療
5%

水道
8%

ムや情報の可用性・完全性の侵害もあります。サイバ
ーセキュリティ戦略の最新の年次計画である「サイバ
ーセキュリティ2016」でもIoT（Internet of Things :
モノのインターネット）や重要インフラに対する取組
みが示されています。

重要機器
製造業
33%

通信
4%
出典：米国 ICS-CERTレポート

図 1 インフラ分野のサイバー攻撃の報告状況

制御システムのサイバーセキュリティ対策

特に重要インフラに関するサイバーセキュリティに

制御システムは、組織の経営・業務を支援する情報

関しては、2015年5月の「重要インフラの情報セキュ

システムと異なり、比較的閉ざされたネットワークで

リティ対策に係る第3次行動計画」に基づき、各種取

構成されており、使用される情報機器の基本ソフトウ

組みが行われています。一例としては、電力分野にお

ェア（OSなど）も専用のもので、外部からのサイバー

いては、2016年に「電力制御システムセキュリティガ

攻撃対応は十分ではありませんでした。しかし、オー

イドライン」や「スマートメータシステムセキュリテ

プン技術プラットフォーム（OS、ネットワーク）の採

ィガイドライン」が発行され、電気通信事業法関連の

用、生産系ネットワークと情報系のネットワークとの

省令で指定されるようになりました。

接続、インターネット技術を活用した生産改革（工場

米国でのサイバー攻撃の報告状況（図1）を見ると、

のスマート化）といった状況の変化により、プラント

サイバー攻撃は重要インフラ事業者だけでなく、それ

や工場もサイバー攻撃の脅威にさらされるようになっ

らを支える重要機器製造業者が攻撃を受ける例も増

てきています。

加してきていますので、それらの製造業の工場も、サ

こういった状況のもと、制御システムのサイバーセ

イバー攻撃への備えが不可欠のものとなってきていま

キュリティ対応の枠組みやガイドラインが求められる

す。従来の情報システムだけでなく、重要インフラを

ようになってきました。国際的には、制御システムの

支えるプラントや工場の制御システムに関してのサイ

汎用的なセキュリティ規格であるIEC 62443シリー

バーセキュリティ対策は、ますます重要になってきて

ズが開発されています（図2）
。

います。
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共通

IEC 62443-1.1

IEC TR-62443-1.2

IEC 62443-1.3

IEC TR-62443-1.4

用語、概念及び
モデル

用語及び略号の
主要用語集

システムセキュリティ
適合メ
トリックス

IACSセキュリティ
ライフサイクル及び
ユースケース

システムインテグレータ

アセットオーナー
（事業者 ）

CSMS

2009-07

NP

製品ベンダ

IEC 62443-2.1

IEC TR-62443-2.2

IACSセキュリティ
マネジメントシステムの
ための要求事項
2010-11

IACSセキュリティ
マネジメントシステムの
ための実施の手引き

IACS 環境内の
パッチ管理

IEC TR-62443-3.1

IEC 62443-3.2

IEC 62443-3.3

IACSための
セキュリティ技術

ゾーン及び
コンジットに対する
セキュリティレベル

システムセキュリティ
要求事項及び
セキュリティレベル
2013-08

2009-07

IEC 62443-4.1

IEC 62443-4.2

製品開発
要求事項

IACSコンポーネント
のための技術的
セキュリティ要求事項

IEC TR-62443-2.3

2015-06

IEC 62443-2.4
IACSサービスプロバイ
ダに対するセキュリティ
プログラム要求事項
2015-06

（注 ）
年月があるものは発行済み

図 2 制御システムのためのセキュリティ規格
IEC 6 2 4 4 3シリーズ

このうち、制御システム
（規格では、産業用オートメー
ション及び制御システムIACS: Industrial Automation
and Control Systemsと呼ぶ）のためのセキュリティ
マネジメントシステムの規格が、IEC 62443-2 -1とし

CSMSは、情報セキュリティに関するマネジメント
システムISMSと同様に、PDCAのマネジメントプロ
セス、リスクアセスメントとそれに基づくリスク対応
（各種のセキュリティ管理策の選択と実施）といったプ
ロセスからなり、ISMSを構築している組織にとって
は、理解しやすいプロセスとなっています（図4）
2.CSMSプログラム
の開始

◉ 2. 1 事業上の根拠の策定、2. 2 CSMSの適用範囲の策定、
2. 3 ステークホルダーの関与
◉ 2. 4 経営幹部のコミットメント、支援及び資金供給の獲得

3. 上位レベルのリスク
アセスメント

◉ 3. 1 リスクの識別、リスクの優先順位のアセスメント
◉ 3. 2 結果及び根拠の文書化

4. 詳細なリスク
アセスメント

◉ 4. 1 IACSシステム、ネットワーク及び装置の資産台帳の作成
◉ 4. 2 スクリーニング及び優先順位付け
◉ 4. 3 詳細なぜい弱性の識別、4. 4 関連するリスクの識別及び優先
順位付け

5.セキュリティポリシー、
◉ 5. 1 ポリシー及び手順の作成、導入、5. 2 ポリシーの伝達
組織及び意識向上
◉ 5. 3 訓練活動の作成、 5. 4 組織の責任の割り当て
の確立

6. 管理策の選択
及び導入

◉ 6. 1 リスク許容度の確立、6. 2 管理策の選択、6. 3 管理策の導入
◉ 6. 4 共通の管理策の選択、6. 5 新規システムの開発又は既存シス
テムの変更
◉ 6. 6 上位レベル及び詳細なリスクアセスメントの更新
◉ 6. 7 事業継続性及びインシデント対応計画の更新

7.CSMSの維持管理

◉ 7. 1 法律及び規制の制約の監視、7. 2 業界の実践の監視
◉ 7. 3 CSMSの有効性の測定、7. 4 CSMSへの準拠の監査
◉ 7. 5 CSMSのレビュー、7. 6 CSMSの改良

て2010年に発行されています。このIEC 62443 -2 -1
規格に基づき、日本では、CSMS（Cyber Security
Management System）適合性評価制度も2014年度

出典：CSMSユーザーズガイド、JIPDEC

図 4 CSMSのプロセス

より開始されています。

CSMS適合性評価制度を運営している一般財団法人

CSMSの概要とメリット

日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）からは、要求

CSMSは、図3に示すように、制御システムを保有

事項を規定する「CSMS認証基準」の他に、CSMSを

する事業者（アセットオーナー）だけでなく、制御シ

構築する組織のために「CSMSユーザーズガイド」も

ステムの構築事業者や運用・保守事業者も対象として

ホームページから提供されていますので、CSMSの認

います。制御システムのセキュリティを考える上では、

証の有無にかかわらず制御システムのセキュリティを

制御システムのライフサイクル全般に関わる関係者が

改善していきたいと考える組織には参考になります。

協力して、セキュリティマネジメントシステムを構築、
維持、改善していく必要があるからです。実際、前述
のIEC 62443 -2-1の関連規格のIEC 62443 -2 -4では、

CSMSを構築・運用しCSMS認証を取得するメリ
ットとしては、次のようなことがあります。
（1）CSMS構築・運用のメリット

このような構築、運用・保守業者に対するセキュリテ

◉サイバー攻撃に対するリスクの明確化と低減

ィ要求事項も示されています。

◉セキュリティ対策の継続的改善が可
◉関係者へのセキュリティ管理策の行動指針の具体
化及び徹底

制御システムを
保有する事業者
（アセットオーナー）

◉制御システム特有のセキュリティ課題解決のため
の国際的な知見（プロセス、管理策）の活用
（2）CSMS認証取得のメリット

IACS
構築
制御システムの
構築事業者
（システムインテ
グレータ）

◉組織のサイバーセキュリティ管理体制の客観的な
証明が可能

運用・
保守

◉第三者視点でのセキュリティチェック
制御システムの
運用・保守事業者

◉信頼性、説明責任、ブランド力強化
JACOでは、制御システムセキュリティやCSMS

出典：CSMS 適合評価制度の概要、JIPDEC

図 3 CSMSの対象者

に関する各種サービス（研修、アセスメントなど）を
提供していますので、ご活用ください。
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組織の情報セキュリティに
真に役立つリスクアセスメント解説
ISビジネスユニット

参事

山口 元之
ISMSにおいてリスクアセスメントはマネジメントシ

成、情報資産の機密性・完全性・可用性（C,I,A）の価値

ステムの根幹をなす要求ですが、認証組織様において、

の評価、脅威の特定、脆弱性の特定が行われてきました。

リスクアセスメントに多くの工数をかけながら、なかな
か有効なリスクアセスメントにならないとの声が聞かれ
ます。

e）それらのリスクを次のように分析し、評価する。
1） セキュリティ障害に起因すると予想される、

また、新しいISO/IEC 27001:2013においてリスク

組織における事業的影響のアセスメントを行

アセスメント要求が改訂されましたが、従来のリスクア

う。このアセスメントでは、
その資産の機密性、

セスメント要求と異なる面もあり、従来のリスクアセス

完全性又は可用性の喪失の結果を考慮する。

メントを継続している組織様も多く見られます。

2） 認識されている脅威及び脆弱性並びに情報資

こうした状況のなかで、組織様において真に役立つ有

産に関連する影響の観点から、起こり得るセ

効なリスクアセスメントを実施する上で、考慮いただき

キュリティ障害などの現実的な発生可能性に

たい点を審査経験もふまえて記述しました。参考にして

ついてアセスメントを行う。その際に、現在

いただけると幸いです。

実施されている管理策を考慮する。
3） そのリスクレベルを算定する。

１．旧規格におけるリスクアセスメント要求

この要求では、セキュリティ障害における、事業的影
響と発生可能性を評価し、リスクレベル（リスク値）を

4.2.1

算定することを求めていました。

d）リスクを次のように特定する。
1） ISMSの適用範囲の中にある資産及びそれらの
資産の管理責任者を特定する。

ただし、従来のリスクアセスメントでは、セキュリテ
ィ障害をキーにしたリスク評価はあまり行われず、情報
資産の機密性・完全性・可用性の評価、脅威の評価、脆

2） それらの資産に対する脅威を特定する。

弱性の評価により、リスク値が算定されるのが一般的に

3） それらの脅威がつけ込むかもしれないぜい弱

なっていました。

性を特定する。
4） 機密性、完全性及び可用性の喪失がそれらの
資産に及ぼす影響を特定する。
旧規格では、リスクを特定する具体的な手法が示され
ており、最初に資産を特定し、資産をキーにして脅威の
特定、その脅威につけ込む脆弱性の特定が要求されてい
ました。
さらに、機密性、完全性、可用性の喪失がその資産に
及ぼす影響を特定することが要求されています。この要
求に基づき、これまで各組織様では、情報資産一覧の作
6 
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２．
新規格におけるリスクアセスメント要求
6.1.2
c）次によって情報セキュリティリスクを特定する。
1） ISMSの適用範囲内における情報の機密性、完
全性及び可用性の喪失に伴うリスクを特定す
るために、情報セキュリティリスクアセスメ
ントプロセスを適用する。
2） これらのリスク所有者を特定する。

新規格では、旧規格の要求であったリスクの特定にお

例えば、情報資産からリスクを特定するプロセスは大

ける情報資産の特定、脅威の特定、脆弱性の特定が要求

変有効ですが、それだけではなく、業務プロセスや業務

からはずされ、情報の機密性、完全性、可用性の喪失に

フローから想定されるリスク、事業をとりまく環境変化

伴うリスクを特定すること、そのために情報セキュリテ

から想定されるリスク、新たな技術や新たな攻撃に関す

ィリスクアセスメントプロセスを適用することが要求さ

るリスク、内外の事故事例から想定されるリスクなど、

れました。

自組織の状況を踏まえて適切なインプットにより、リス
クを特定することが可能になりました。

d）次によって情報セキュリティリスクを分析する。
1） 6.1.2 c）1）で特定されたリスクが実際に生じた
場合に起こり得る結果についてリスクアセス
メントを行う。

（2）リスク分析
旧規格ではセキュリティ障害という言葉が使用されて
いましたが、新規格では特定したリスクという言葉に統

2） 6.1.2 c）1）で特定されたリスクの現実的な起こ
りやすさについてアセスメントを行う。
3） リスクレベルを決定する。

一されました。
想定したリスクが万一発生した場合の影響度と、想定
したリスクが発生する可能性を評価し、リスク値を算定
することが求められています。

6.1.2 c）1）で特定したリスク（旧規格でいうセキュリ
ティ障害）について、リスクが実際に生じた場合に起こ

（3）実施済みセキュリティ対策の考慮

り得る結果（影響）について評価すること、特定したリ

ほとんどの組織では、既に何らかの対策を実施してい

スクの現実的起こり易さ（発生可能性）について評価す

ます。このため、影響度と発生可能性を評価する場合、

ることが要求され、その影響度と発生可能性からリスク

実施している対策を考慮することが必要になります。

値を算定することが要求されています。

その対策には大きく2つの観点があります。

これを表にすると次のようになります。
特定したリスク

発生可能性

影響度

1）1つは、発生可能性を下げる対策です。想定したリ
リスク値

スクができるだけ起こらないようにする対策です。
情報取扱いのルールを作る、教育する、PCなどの
情報持出しについて申請することなどが、これに
あたります。

３．新規格に基づくリスクアセスメントへの
考慮事項
（1）リスクの特定
リスクの特定について、リスクを特定するためのリス

2）もう1つは想定したリスクが万一発生してしまっ
た場合の影響度を下げる対策です。発生頻度をゼ
ロにすることは困難なことから、万一を想定する
情報セキュリティでは、影響度を下げる対策の重
要性が近年特に重視されるようになってきました。

クアセスメントプロセスを適用することが要求されてい

持出しPCの暗号化やシンクライアント化、発生頻

ます。旧規格ではこのリスクを特定するプロセスが、資

度が変えられない地震では耐震強化やバックアッ

産の特定 → 脅威の特定 → 脆弱性の特定 → 影響の特定

プなどが該当します。

と定められていました。新規格では自組織の事業の特徴

3）また、監視カメラや操作ログの監視などは抑止力

や業務遂行をふまえた組織に適したリスク特定のプロセ

としても働きますし、万一発生した場合の追究と

スを、自由に採用することができるようになりました。

対応のためにも有効ですから、発生頻度と影響度

リスクをどのように特定するか、自組織で決定できるよ

の両方に関係する対策になります。

うになりました。プロセスの定義は、インプットを使用

組織として実施済みの発生可能性を下げる対策の有効

して意図したアウトプットを導き出す一連の活動ですか

度、影響度を下げる対策の有効度を評価しながら、発生

ら、リスクに関連する各種のインプットや関連する活動

可能性と万一発生した場合の影響度を評価（数値化）す

により、意図したアウトプットとしての特定したリスク

ることができます。この発生可能性と影響度から、リス

を導き出すことです。

ク値を算定することができます。
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1
（4）影響度の評価

ます。

影響度の評価では、特定したリスク（セキュリティ事

2）組織共通のリスクと対策だけでは部門の業務の違

象）が発生した場合の機密性・完全性・可用性に関する

いが反映されません。部門の業務内容から想定さ

影響度を評価することが要求されています。機密性・完

れるリスクの特定と対策も重要になります。

全性・可用性は特定したリスク（セキュリティ事象）発

例えば、管理部門と営業部門では業務内容や業務

生時の影響度の観点の違いですから、行を分ける必要は

フローが異なることから想定されるリスクと対策

ありません。例えばハード障害では機密性は関係しませ

が異なってきます。情報システムの開発部門と運

んが可用性の影響を受けます。また、情報漏洩事故では

用サービス部門、設計開発部門と製造部門など、

可用性の面でそれほど重要でない情報も機密性の観点か

部門特有のリスクの特定と対策が当然異なってき

ら大きな影響があるケースも考えられます。

ます。
3）こうしたことから、組織全体で行うリスク特定と

（5）情報資産の扱い

対策に、部門の業務内容を踏まえたリスク特定と

特定したリスクをキーにリスクアセスメントを行う際

対策を付け加え、両面からリスクを特定し分析す

に、これまでリスクアセスメントの主要項目に位置づけ
られていた情報資産についてどのように考えればいいの
か、整理が必要になります。
特定したリスク（旧規格でいうセキュリティ障害）に

ることが望まれます。
組織全体に共通するリスクアセスメントと部門の業務
内容を踏まえたリスクアセスメントを組み合わせること
により、真に役立つリスクアセスメントとなります。

は、当然情報資産が関連しています。例えば不正侵入や
盗難について、対象となる情報資産によりセキュリティ
対策も異なり、影響度や発生可能性も異なってきます。

（7）リスクの受容基準
リスクの発生可能性と影響度によるリスクアセスメン

したがってリスクを特定する場合に情報資産を無視する

トを行うと、リスクの受容基準も分り易くなります。リ

ことはできません。情報資産をリスクアセスメントに組

スクの定義の一つが影響度と発生可能性の組み合わせと

み込むために、リスクの特定において、リスクを主キー

して定義されているように、リスク受容基準も影響度と

に設定し、リスク対象となる情報資産をサブキーに設定

発生可能性で判断することができます。

することにより、情報資産の重要度や特徴を含むリスク

◉影響度が非常に大きいリスクは可能な限り発生可能性

の特定と評価を行うことが可能になります。リスク対象
の情報資産はリスクの特定と評価において意味のある範
囲でグルーピングすることが有効と思われます。
資産目録の作成、情報の分類、資産の取扱いなどは、
情報セキュリティ活動の重要項目ですが、これは管理策

を低めることが必要です。
◉影響度の小さいリスクは発生可能性が高くても投資せ
ずに許容することができます。
◉影響度が中のものも、組織の状況により必要な受容レ
ベルを決定します。

A.8 資産の管理で対応することになります。この管理策
が不十分ですとリスクが高まることは、他の管理策と同

大

リスク値

様です。
影響度を下げる

リスクとリスク対策については、組織全体の共通的な

影 響 度

（6）全体と部門の両面からのリスク分類

中

リスクと対策の観点と、部門業務に特有な観点でのリス
クと対策を、分けて考えることが必要になります。
1）組織全体の共通的なリスクと対策の観点で、リス
クの特定と対策が必要になります。情報セキュリ
ティにおいては組織全体のレベルアップが必須で
す。情報取扱いルールの制定と全員への徹底、共
通的な情報セキュリティ基盤の実装などが該当し
8 
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リスク受容レベル

発生可能性を下げる
小
小

中
発 生 可 能 性

大

リスク値が受容基準を越えるものは残された課題･リス
クや不十分な対策を検討します。

分 類

特定した
リスク

リスク
対象の
情報資産

発生可能性
実施済み
対策

評価

影響度
実施済み
対策

機密性

リスク値

完全性

可用性

機密性

完全性

可用性

残された
課題・
リスク不十分
な対策

（8）上記（1）～（7）の考慮事項をふまえ、表にまとめると
  9ページ上図のようになります。

ーにしたリスクアセスメントが可能になりました。環境

プラスのリスク値（リスク対応域）

影響度が高い

以上により、新しい規格要求を満たした、リスクをキ

大

影 響 度

４．有効なリスクアセスメントに向けて

好ましい影響

中

リスク（機会）対応レベル

の変化や新たな脅威の出現などのリスクに適時に柔軟に
対応できるリスクアセスメントが可能になりました。
従来、リスクアセスメントは難解で難しいという声も
聞かれましたが、分り易いリスクアセスメントの仕組み

発生可能性が高い
小
小

中
発 生 可 能 性

大

により、関係者全員がリスクの特定や評価について活発
な議論を行うことが、ISMSの有効性をさらに高めるこ
とにつながっていくと思われます。
世の中のリスクは刻々と変化しており、そのリスク対
策は組織にとって非常に重要な課題になります。組織に
とって想定外のリスクが発生することは致命的な影響を
与えかねません。
その意味で、新規格でのリスクアセスメントでは、リ
スクの特定が非常に重要な位置を占めると思われます。

◉プラス影響度と発生可能性がともに大きいリスク（機
会）は優先的に対応する。
◉プラス影響度が大きいリスク（機会）は発生可能性が
低くても対応する。
◉プラス影響度が小さいリスク（機会）は発生可能性が
高ければ対応する。
◉プラス影響度が中のリスク（機会）は、組織の状況に
より対応を判断する。

リスクを如何に洗い出し特定するか、そのプロセスは今
回の改訂で組織自身が決定することになりました。新規

ISMS活動の目的は、情報セキュリティ事故の発生を

格はその点で、世の中の変化に応じた新たなリスク認識

防ぎ・その影響度を下げ、顧客の信頼を得ることだけで

と柔軟な対応を組織に要求していると思われます。

はありません。業務遂行において情報取扱いや情報処理
を合理化・効率化することにより生産性を上げ収益に貢

５．ポジティブなリスク
（機会）への展開

献する、あるいは情報を活用して顧客対応のスピードや
内容を向上させ、事業戦略に役立てることも重要な目的

新規格6.1では、リスク及び機会に対処する活動を要

です。その意味で、ネガティブな観点だけのリスク分析

求しています。JIS Q 27000（用語）においても、
“リス

では片手落ちとも思われます。ポジティブな観点のリス

クは目的に対する不確かさの影響”と定義され、
“影響と

ク（改善の機会）についても分析・評価を行い、マイナ

は、期待されていることから好ましい方向または好まし

ス対応とプラス対応の両面から改善活動を推進すること

くない方向に乖離すること”と注記されています。

が望まれます。先に述べたリスクアセスメントの考え方

この観点から、先に述べたリスクアセスメントの考え

をプラスの方向にも展開することにより、組織の情報セ

方を、ネガティブなリスクだけでなく、ポジティブなリ

キュリティにさらに役立つリスクアセスメントが可能に

スク（改善の機会）に展開すると、次のリスク対応基準

なると考えられます。

になります。
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連載企画 2015年版規格解説シリーズ②

2015年版における
“リスク及び機会”
の対応について
研修事業部 部長

水上 浩

前回（4月号）では、今回の改訂で両規格［ISO 14001

提条件として、要求箇条の最初（箇条4.1、4.2）に挙げられ

（EMS）及びISO 9001（QMS）
］ともに強化されたリーダ

ています。即ち、マネジメントシステムにおいて、方針を

ーシップ役割について、解説いたしました。今回はシリー

たて、その方針に沿ってPDCAを廻していく時に、この

ズの2回目として、両規格に導入された“リスク及び機会”

両者を考慮することが求められています。

の理解と対応方法をどのように捉えるべきかを、
“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”ならびに“6.1 リスク及び機会への取組み”を中心に解
説いたします。
尚、規格の定義では、
「リスクは不確かさの影響であり、

このため、これらを決定し明確にしておくことが規格の
最初の要求事項となっています。

リスク及び機会の計画への組み込み
前述のように、外部・内部の課題、利害関係者の要求事

影響は好ましい方向、または好ましくない方向に乖離する

項は、マネジメントシステムのPDCAサイクル全体で考

ことをいう」とされていますが、本稿においては、リスク

慮すべきことですが、図２に示すように特に計画及びパフ

は好ましくない影響をもたらすものとして解説しています。

ォーマンス評価であるマネジメントレビューにおいて、直

外部・内部の課題、利害関係者の
要求事項の位置付け

接的に考慮を求めています。
即ち、
“箇条 6.1 リスク及び機会への取組み”において、
両者を考慮して、マネジメントシステムの意図した成果を

今回の両規格の序文において、図1に示すように規格の

達成するなどのために取組むべき、リスク及び機会を決定

構造・枠組みとPDCAサイクルの関係で、外部・内部の

し、どのように取組むかを、取組み結果の評価方法を含め

課題、及び、利害関係者のニーズ及び期待（即ち要求事項）

て計画することが要求されています。

は、マネジメントシステムを確立・実施・維持していく前
内部及び
（4.1）
外部の課題

利害関係者の
ニーズ及び期待
（4.２）

P

しょうか、キーワードはマネジメントシステムの意図した
成果です。QMSにおいては、
“法規制ならびに顧客要求

計画
（6）

A

リーダーシップ
（5）

支援と
運用
（７＆８）

D

パフォー
マンス評価
（9）

ＥＭＳの意図した成果

5.1/5.2
リーダーシップ及びコミット
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

状況の変化の理解

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

※（ ）内数字は箇条番号

図 1.  PDCAサイクルと規格の枠組みの関係（EMSの例）
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4.1
組織及びその
状況の理解
（外部及び
内部の課題）
4.2
利害関係者の
ニーズ及び
期待の理解

C
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それでは、外部・内部の課題、利害関係者の要求事項か
ら、どのようにしてリスク及び機会を決定すれば良いので

ＥＭＳの適用範囲
（４．
３）

改善
（10）

リスク及び機会を決定する考え方

図 2.  組織の状況とリスクベース思考の体系的フロー

事項を満たした製品及びサービスの提供”
“顧客満足の向
上”
、EMSにおいては、
“環境パフォーマンスの向上”
“順
守義務を満たすこと”
“環境目標の達成”
、がそれに当たり

る場合が多いため、これらをキーにして例示しています。

目標への展開と規格の意図
前述の例を見ても分かるように、これらは現状の目標や

ます。
即ち、対応しないと、要求事項を満たさない製品（不良

その実施施策となっているものが多くあります。即ち、外

品）を出荷してしまったり順守義務を満たせなくなるリス

部・内部の課題、利害関係者の要求事項を考慮しリスク及

クや、対応することによって、より顧客の満足度や環境パ

び機会を決定することは、現状においても意識しているか

フォーマンスを向上させる機会を、課題・要求事項を考慮

否かに関わらず目標や施策を決定する際に行っていること

して決定することです。これらは、組織の置かれている状

です。規格の意図は、これらのプロセスを明示化すること

況、業種、業容、組織の風土、立地条件などにより千差万

により、また組織としてその知識を共有することにより、

別ですが、表1、2にそれらの例を挙げます。QMSにおい

計画段階で考慮されていない、より重要な取組むべきリス

ては要因別に整理すると分かり易いため、またEMSにお

クや機会が無いか、またその基となる、外部・内部の課題

いては環境側面・順守義務がリスク及び機会の発生源にな

や利害関係者の要求事項がないか、またそれらのリスク回

表１ QMSにおけるリスク・機会の例

避や機会の獲得方法においてより有効な方法はないかとい
うことを改めて考えることにより、マネジメントシステム

要因

機会

リスク
◉ 不良品の流出による顧客からの発 注
量の縮小
◉ 納期の遅 延による顧客からの発注 量
の縮小
◉瑕 疵の発 生による顧客からの発注 量
の縮小
◉ 追 加費 用の発 生による顧客からの発
注量の縮小

の意図した成果を達成する、新たな目標や施策を生み出す

顧客
満足

◉検査技術の改善による不良
品流出のゼロ化
◉ＬＴの短縮による受注機会の
拡大
◉トレーサビリティ体制の整備
によるリコールの迅速化
◉VE・CD提案による受注機会
の拡大

◉製品仕様の達 成不能による損害賠 償
費用発生、継続受注不能
◉製造仕様・検査仕様への対応不能によ
る外注費用発生、継続受注不能
◉材料仕様の間違いによる損害賠 償 費
用／ロスコスト発生
◉品質保証協定への違 反による損害賠
償費用／ロスコスト発生
◉納期の不履行による損害賠 償費 用／
ロスコスト発生

確化することにより、マネジメントシステムの意図した成

契約

◉ 生 産 実 績DBの 整 備 による
見積の迅速化、精度向上、受
注機会拡大
◉材料DBの整備による見積の
迅速化、精度向上
◉情報セキュリティーシステム
の導入による機密情 報管理
精度の向上
◉各種保険の契約による損害
賠償費用の確保

◉設備投資の中断による生産能力低下
◉設備の証券化による設備投
◉要員採用の中断による生産能力低下
資機会の拡充
◉生産、生産管理技術の研究・開発の中
市場 ◉ 技 術提 携による製品ライン
断による新製品投入でのＬＴ増、品質不
（ 商圏 ） ナップの充実
良増加
◉調達先の拡大による調達費
◉材料費・外注コストの高騰による製造
用の低減、調達ＬＴの短縮
原価の増加

応じて独自の意図した成果を追加することは、マネジメン

表2

ボイラーに
よる燃料
油の使用

機会

リスク

◉コージェネ採用
◉熱源の再生可能エネルギーへの ◉燃料油が入手不可能
◉燃料コストの増加
代替化
◉運転コストの削減

◉燃料代替化による、排出量の削 ◉設備の老朽化による、管理コ
ボイラー
ストの増加
減
からのSOx、
◉管理方法の改善による排出量の ◉不適切な運用方法による、管
NOxの
理レベルの低下、規制不順守
削減
排出
◉周辺からの苦情
◉設備更新による、排出量の削減
◉代替化による、漏洩の本質安全 ◉漏洩による規制不順守、浄化
燃料油の
コストの発生
化
貯蔵
（ 地下タンク） ◉地上化による汚染リスクの低減 ◉管理コストの増加
廃棄物
処理法

全体的な考察
前述のように、リスク及び機会を決定するプロセスを明
果を達成する組織の能力を高めることが可能となります。
一方、何を意図した成果とするかは、規格が規定している
もの以外にも、組織がその状況に応じて追加することが可
能です。例えば、環境・品質ブランドの確立による売上向
上や、標準化の徹底によるコスト低減など、組織の状況に
トシステムが組織の戦略的方向性を支援できるものとする
上で、重要であると考えられます。
次回は、計画を運用する上で、またシステムを有効に構
築する上で重要な、プロセス及びプロセスアプローチの考

EMSにおけるリスク・機会の例

環境側面
・順守義務

ことにあります。

◉電子マニュフェスト化による報
◉順守コストの増加
告義務違反の回避
◉違反による、信用の失墜、罰
◉分別有価物化による、対象の削
金の支払い
減、コスト削減

え方に関して解説する予定です。

おわりに
規格の改訂から1年が過ぎ、多くの組織が2017年度で
のシステム移行を計画されており、その準備も佳境に入っ
ていることと思われます。JACOでは、これからも皆様
が改訂規格へスムーズに移行して、経営のためになるマネ
ジメントシステムへの深化を図れるよう、審査、セミナー、
友の会におけるサービス提供を強化してまいります。
また、
審査員によるGAP分析、段階的移行審査（評価）などのオ
プションもご用意しておりますので、ぜひとも積極的にご
活用ください。
JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2016 
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CUSTOMER VOICE 1

日東電工株式会社

亀山事業所

２０１５年版移行認証取得による
経営と一体化したＥＭＳの取組み
日東電工株式会社

環境安全部
係長

岩脇 敦

会社紹介

様

http://www.nitto.com/jp/ja/

このままでは“改訂版規格要求事項に

の関連」より取組み計画の策定まで一

対応出来ない”
“形骸化がますます進

気通貫のマトリクス表で取り纏める方

日東電工株式会社は1918年に電気

む”との危機感を感じ、全社に先駆け

法を構築しました。

絶縁材料のメーカーとして創業しまし

改訂版の移行認証を取得することを決

た。

断しました。

基幹技術である粘着技術や塗工技術
などをベースにシートやフィルムに
様々な機能を付加し、エレクトロニク

事業との一体化取組み
1. 環境組織体制の見直し

3. 本来業務に直結した活動
これまでオフィス部門は「紙、ゴミ、
電気」の削減目標を実行計画に入れた
活動から脱却できていませんでした

これまでの環境推進組織は事業所内

が、本来業務の中で間接的に環境に影

環境関連及び医療関連など、様々な業

の機能別（製造、開発など）
、建屋別

響を及ぼす有益な活動を洗い出し、評

界に約 1 3 5 0 0 の製品を提供していま

のブロックで切り分けて環境活動を推

価し、定量化することで、有益な活動

す。

進してきたため、各事業部門・事業部

テーマの件数や評価点向上を目標とす

の戦略的レベルの推進体制ではありま

る方法を構築しました。

ス業界を中心に、自動車・輸送機器、

Nitto グループは、世界の 2 7 ヶ国
1 0 1 社にビジネスを拡大し、約 3 万
人の従業員が新しい価値を創造してい
ます。
亀山事業所は 1 9 6 9 年に電気絶縁

せんでした。

本来業務を遂行することが環境貢献

改訂版に対応するため、各事業部長

に繋がることを理解頂くことで、従業

をトップマネジメントした事業部軸の

員全員の環境マインド向上に繋がると

環境推進体制に見直しました。

考えています。

材料の生産拠点として操業を開始し、

また事業所長をトップマネジメント

現在では液晶ディスプレイ用の偏光フ

としたマネジメントレビューの開催は、

ィルムや位相差フィルム、スマートフ

年 1 回行われる EMS マネジメントレ

亀山事業所が今回の改訂版認証取得

ォンやタブレット端末等の透明導電性

ビューでしたが、各事業部が毎月開催

の準備を進める動きに合わせて、全社

フィルム、ハードディスクドライブに

する事業部戦略会議体をマネジメント

での ISO 改訂対応検討チームが後に

使われる回路材料などエレクトロニク

レビューとして位置付け、組織の状況

発足しました。亀山事業所が全社に先

ス製品を中心に生産活動を行なって

変化から取組み計画の進捗までをレビ

駆けて改訂版認証を取得したことで、

います。

ュー、討議する方法に見直しました。

全社の先行事例モデルとなり、Nitto

改訂版認証取得の背景

今後の取組み

グループとして「経営と一体化したＥ
2. 組織の状況とリスク

ＭＳ」とするために目指すあるべき姿

Nitto グループは事業所やグループ

組織の外部、内部の課題や利害関係

会社がそれぞれ必要な認証を個別に

者のニーズと期待は、これまでも経営

改訂版認証は取得しましたが「仏を

取得する運用を現在も行なっており、

の中で考え対応してきたことではあり

作って魂入れず」にならないために、

その中で亀山事業所は 1 9 9 8 年に

ますが、今回の改訂では組織に影響を

これから改訂版の認証取得を準備する

ISO 1 4 0 0 1 の認証を取得しました。

与える可能性がある環境状態が追加さ

Nitto グループ全体で「経営とＥＭＳ

当時の事業規模、組織体制から大きく

れ、組織全体で共通した理解をするた

の一体化」のあるべき姿を構築し、
「環

変貌し、複数の事業部門・事業部、グ

めに、各事業部の「外部・内部の課題」

境パフォーマンスの向上」と「意図す

ループ会社が属する事業所となりまし

を洗出し、
「利害関係者のニーズと期

る成果」の達成に取り組んでいきたい

たが、事業所長をトップマネジメント

待、順守義務」となるものから「リス

と思います。

とした事業所単位の活動は変わらず、

クと機会の決定」
「著しい環境側面と

12 
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を討議するきっかけとなりました。

CUSTOMER VOICE 2

株式会社コムテック

ISO 9001 2015年版移行について
ISO 推進
顧問

坂野 修次

株式会社コムテック
様
セキュリティ、地デジチューナー等の

はじめに
株式会社コムテックは、ISO 9001:
2008年 版 を、 昨 年 の2015年7月

http://www.e-comtec.co.jp

④ 購入年代層

製品があり、4 ヶ所の国内営業拠点か

等の資料・調査結果の上に、リスク

らカー用品店、自動車部品の代理店な

対応・回避を併せたクロス SWOT 分

どへ販売しております。

析を利用して、開発製品のロードマッ

に認証取得しました。取得準備にあた

“お客様優先主義に徹し、お客様の

プを作成しました。このことにより、

っては、2015年版改訂が目前にあり

安心と満足を得る製品とサービスを提

体系化した SWOT 分析⇒ 開発ロード

ましたが、段階を踏み2008年版を

供する”品質理念を持ち、特にお客様

マップ⇒開発戦略会議が図れる様にな

取得後に、品質マネジメントシステム

への車の安心と安全、便利さに尽力し

っております。また、フォローアップ

の運用を1年経てから2015年版の更

た製品を提供しています。

として毎月市場動向に注視しながら、

新することに決め、今回の2015年版
更新取得
（2016年7月）
に至りました。

経営戦略

計画の見直しの可否を判断して、必要
なら修正を行い、より効果があがる開
発への取り組み方をしています。

ISO 9 0 0 1 認証取得後から、運用

移行審査への準備として、2 0 0 8

は 1 年 2 ケ月の経過でもあり、まだま

年版と 2 0 1 5 年版の要求事項の差分

だ未熟でありますが、しっかりと定着

を明確にして、要求事項を早く理解す

を図るため、日々の業務や活動に社員

ることが、先決であると考え、差分

より顧客満足を向上させるため、製

が一丸となって取り組んでいます。

の整理と理解は、先行して FDIS 資料

品及びサービス提供の充実に向け下記

で事務局が行い、2 0 0 8 年度版の品

を重点的に推進していきたいと考えて

質マニュアル及び基準書への追加・訂

います。

弊社は、1 9 8 5 年創業し、愛知県

正・変更をして 2 0 1 5 年版たたき台

1.NTF（Not Trouble Found= 良

みよし市に本社を置き、レーダー探知

を作成しました。この準備が、移行審

品返品）の早期対応処置

機の開発・製造から出発して現在に

査をスムーズにできた理由と考えてい

市場返品から多くを占める NTF を

至るまで、一貫して自動車電子精密

ます。

分析・原因追求して、早期に改善処

会社紹介

機器の開発・製造を行っております。

認証取得の準備を始めてから、経営

今後の取り組み

置をおこない、削減をする。

OEM 製品は主に国内の大手自動車関

の柱として会社方針を確定し、各部門

2. コールセンターは「明るく」
「的確」

連メーカへ、リモコンエンジンスター

の部課長方針に展開して業務の推進を

「親切」を心掛け、お客様が安心で

ター、ドライブレコーダーやカーセキ

してきました。
2 0 1 5 年版の活用によ

きる対応を目指しています。また、

ュリティを提供、そして自社製品は、

り、開発製品の計画をするにあたり、

問合せ件数の削減に向け、スキルア

リモコンエンジンスターター、ドライ

弊社の製品は、車載用品として、自動

ップと取説の改善をすすめます。

ブレコーダー、レーダー探知機、カー

車業界の動向・環境の変化と規制、社
会の変化、顧客ニーズやリスク対応・
回避等、そして自社の強みや弱みを把
握して導き出していくには、外部環境
と内部環境の分析を行う SWOT 分析
が最適と考え、
① 顧客ニーズ
② 車両の新規登録台数

ISO 推進会議

③ 競合他社の機能

コールセンター

JACO NEWS ︱ OCTOBER ︱ 2016 
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CUSTOMER VOICE 3

掛川市・菊川市衛生施設組合

2015年版は組織にとって、
Risk or Chance?!

－2015年版移行に挑戦し、地域の環境対応を盛り上げる－
掛川市・菊川市衛生施設組合
管理係

竹中 宏

環境資源ギャラリーとは

様

http://www.kankyoshigen-gallery.jp

こう！」というヒラメキで
す。連絡会は地域の環境に

2 0 0 5 年 9 月にオープンした掛川

関心の高い企業の集まりで

市と菊川市のごみ処理施設です。ごみ

すが、率先してモデル事業

処理だけでなく、容器包装と環境問題

所となりました。参加組織

の関係を知り、便利な生活と環境の保

のベテランのチエを一杯も

全や持続可能な社会との両立を考え、

らうことが可能になりまし

日々の生活の中で環境に配慮した行動

た。

を実行する力を身につける場となって
います。

いち早く2015年版へ
移行したわけは
建設時に地元のみなさまと交わし

環境資源ギャラリー

｢組織目的」
を支える
EMSを目指す
移行にあたっては、
「環
境資源ギャラリーの『組織

当組合の環境経営コンセプト

目的』を支える環境マネジ

た 協 定 に、 稼 働 後 １ 年 以 内 に ISO

メントシステムを目指す」ことを重視

境資源ギャラリーに特有のリスクが

1 4 0 0 1 認証取得に取り組む内容を盛

しました。まず、
「組織目的」を認識

ある」ことの認識を踏まえた中長期的

り込み、2 0 0 7 年 1 月 2 6 日付で実現

し共有することを徹底しました。これ

な取り組みの必要性に気付かされまし

しました。また、2 0 1 6 年 1 月 2 5 日

によって、組織目的の達成につなが

た。
「時間と共にリスクへの有効な対

に 2 0 1 5 年版への移行認証を達成し

る「経営効率の向上」への取り組みが

応」と「隙間のない官民連携への継続的

ました。私たちの仕事は、
「すべて地

各プロセスで強まりました。規格箇条

な対応」が求められると考えています。

域の環境保全への取組み」です。地元

6. 1「リスク及び機会への取組み」に

今回の一連の経験内容については、

との約束を果たすためにも率先して

も注意を払いました。ここが、環境マ

『認証取得事業所連絡会』を通して一

移行に取り組む必要があると考えまし

ネジメントシステムの有効性を決定す

社でも多くの企業に共有いただき、群

た。

ると考えたからです。社会インフラの

審査も視野に入れて、地域の環境への

宿命として、
「時間と共に募るリスク」

取り組み全体の活発化につなげていき

がいろいろあることを改めて痛感しま

たいと考えています。この形が、
「掛

した。

川モデル」として、他の自治体や研究

移行の壁をどう乗り越えるか、
掛川市が主催する『 認証取得
事業所連絡会 』の先行事例へ
規格改訂情報に初めて触れた時に
は、
「要求事項を組織の事業プロセス

移行の経験を地域に活かす
を達成することは、最大の社会貢献で

できるだろうか」ととても不安でした。

ある、
②組織目的を達成するために「リ

ホントに欲しいのは「現場を経験した

スクと機会への取組み」に重点注力す

ヒトの現場に即したチエ」でした。そ

る、③「経営効率は最大かつ永遠の環

こで思い立ったのが、
「同じ課題を抱

境側面！」であることを共有すること

える他の組織のヒトを仲間にしてしま

が重要、ということを学びました。と

おう！

りわけ、
「重要社会インフラである環
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ます。

移行への取り組みで、①「組織目的」

に統合するなど、限られた資源で対応

一人で悩まず集合天才でい

会等の参考になることを目指していき

エコみらい館「 容器包装博物館 」のエントランス

SEMINAR
…新規開設
★ …改訂規格関連セミナー

【CEAR承認】
ISO 14001 環境
審査員研修コース ５日

11月

12月

10/31〜4

日
1月

★

東京

15

大阪

EMSと事業プロセスとの
一体化【CEAR登録CPD】

【 移行対応 【CEAR承認
】
】★
環境審査員CPDコース
5時間

大阪

13〜14 10〜11

26〜27 23〜24 23〜24

12

大阪

17

22

20

20
13

東京

12
※ 検討中。開催予定はお問合せください。

大阪
東京
11

7
25

28

5

12

28

28

20

24

12

18

14

21

東京

26

29

6

13

大阪

21

25

13

19

東京

30

【IRCA認定 】FSMS
審査員/主任審査員
トレーニングコース５日

東京

5〜9

FSMS（ISO
22000：2005）
ISO 22000 の規格
解説コース １日

東京

※ 検討中。開催予定はお問合せください。
7

大阪
札幌

7
5

東京

札幌

食品安全
マネジメント
システム

FSMS ／
FSSC 22000
規格解説コース ２日

札幌

7• 9
5•7
8

6
7〜8
7〜8
5〜6
8〜9

札幌

8〜9

JRCA
登録
ISO/IEC 27004
CPD
規格解説
コース
7.5時間 演習から学ぶ ISMS
リスクアセスメント
〜ISO 3100O:
2009 リスク
マネジメント〜

ITサービス
マネジメント
システム

アセット
マネジメント
システム
ISO 55001

7〜9
5〜7

● 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。

大阪

25〜26

東京
大阪

4
14

大阪

21
9

15

20

22

16

10

18

東京

13〜14
16〜17
7〜11

6〜10
13〜17

東京

13〜14 17〜18

大阪

14〜15

8〜9

16〜17 23〜24 13〜14
2〜3

22

大阪

18

東京

6〜7

14〜15

大阪

5〜6

東京

13

11

3

2

東京

26

大阪

【IRCA JAPAN承認】 東京
アセットマネジメント
審査員/主任審査員 大阪
トレーニングコース ５日

構築実務コース
2日

13
19

17

大阪

東京

労働安全
規格解説コース
衛生
1日（ 内部監査
マネジメント
1日目と共同 ）
システム

13

15

東京

東京

内部監査員
養成コース ２日

16〜17

16

東京

東京

31
※ 検討中。開催予定はお問合せください。
13〜14
※ 検討中。開催予定はお問合せください。
7•8
10〜12

東京

9

大阪

30

東京

10〜11

大阪

10

8

11〜12

9〜10

1

1〜2

東京

2〜3
16〜17

大阪

20〜21

東京

16

大阪

20

東京
大阪

3月
23〜24

22〜23
27〜28

内部監査員
養成コース 2日

規格解説コース
1日

2月

24〜25

東京

規格要求事項の
解説 1日

5〜6
1〜2

（株 ）日本環境認証機構 研修事業部

7〜9

大阪
札幌

M
S

6〜7

東京

札幌

金沢

1月
26〜27

1〜2

東京

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！〜

内部監査員
養成コース 2日

8

大阪

大阪

金沢

12月

日

大阪

ISMS 構築基礎コース２日

7• 9

東京

11月

17〜18 24〜25

東京

ISO 27001：2013
ISMS内部監査員
養成コース ２日

7

大阪

東京
FSMS
（ISO 22000：2005）
大阪
内部監査員
養成コース ２日
札幌

FSSC 22000
内部監査員
養成コース３日

9

東京

FSMS
（ISO 22000： 東京
2005）内部監査員
養成コース １日
大阪
※過去１年以内
「FSMS規格解説
札幌
１日」受講者対象

FSSC 22000 内部
監査員養成コース
２日 ※過去１年以内
「FSMS規格解説
１日」受講者対象

9

大阪

10月

催

大阪

ISO 27001：2013
差分研修
【JRCA登録CPD 5時間 】

※ 検討中。開催予定はお問合せください。

大阪

★

【JRCA承認 】
ISMS審査員
研修コース ５日

22

21

大阪
東京

15

18 • 20

大阪

★

ISO 9001：2015
★
改正規格移行コース
STEP1：規格解説コース 1日

ISO 9001:2015
構築基礎コース２日

1
29

5•7

東京

ISO 9001:2015
内部監査員のための
改訂版差分研修セミナー

ISO 9001：2015
★
改正規格移行コース
STEP2：規格解説コース 1日
（ 解説コース受講者対象 ）

10

大阪

リフレッシュコース
１日

【JATA公認 】
ISO 9001：2008 内部品質
監査員養成コース 2日

11

統合
ISO 14001：2015/
マネジメント ISO 9001：2015
環境 + 品質マネジメ
システム
ントの統合化の基礎

FSSC 22000
規格解説コース １日

16〜17

7〜8

東京

開

金沢

8〜9

大阪

★

【JATA公認 】
★
ISO 9001：2015
内部品質監査員養成コース
2日

情報セキュリティ

★

東京

18

20〜21 30〜12/1 15〜16 24〜25 16〜17

東京

3月

6

5

開催
場所

6〜10

東京

ISO 14001: 2015
★ 東京
改正規格移行コース
STEP1：規格解説コース 1日
（構築基礎１日目と共同開催） 大阪
ISO 14001: 2015
★
改正規格移行コース
STEP2：移行実践コース 1日
（ 解説コース受講者対象 ）

10

2016年9月21日現在

コ ース

6〜10

金沢

★

2月

30〜2/3

大阪

分かりやすく効果的な
内部監査の方法
（EMS）1日
【CEAR登録CPD】

ISO 14001: 2015
構築基礎コース ２日
（STEP1：規格解説コース
1日と共同開催 ）

10月

催

品質マネジメントシステム

環境マネジメントシステム

ISO 14001: 2015
内部監査員のための
改訂版差分研修セミナー

開

東京

【 移行対応 【CEAR承認
】
】★
［CPD15時間相当 ］
JIS Q 14001
（ISO 14001）:
2015 リフレッシュコース 1日
【JATA公認 】
ISO 14001: 2015
内部環境監査員
養成コース ２日

2 0 1 6 年下期スケジュール
開催
場所

コ ース

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。

【お問合せ先 】

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

TEL 03-5572-1723 FAX 03-5572-1988
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル

（株 ）日本環境認証機構

関西支社

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

Â 0120-248152

TEL. 03-5572-1722

FAX. 03-5572-1733
FAX. 06-6345-1730

TEL. 03-5572-1727

審査本部（関西）

FAX. 03-5572-1731

TEL. 06-6435-1732

FAX. 06-6435-1730

TEL. 03-5572-1745

FAX. 03-5572-1731

労働安全衛生審査センター TEL. 06-6345-1732

FAX. 06-6345-1730

〈ISMS/ITSMS/BCMS〉
IS ビジネスユニット

■審査日程調整にかかわる事項に関することは
■営業部・西日本営業部

〈OHSMS〉

TEL. 03-5572-1748

FAX. 03-5572-1388

関西（西日本営業部） TEL. 06-6345-1732

FAX. 06-6345-1730

〈FSMS/FSSC〉
食品安全審査センター TEL. 03-5572-1727

FAX. 03-5572-1731

〈AMS〉

■登録証発行に関することは
営業部

TEL. 03-5572-1725

審査本部（東京）

関西（西日本営業部） TEL. 06-6345-1731

東京（営業部）

■審査に関することは
〈EMS/QMS〉

TEL. 03-5572-1722

FAX. 03-5572-1733

事業開発本部

研修事業部（東京）

TEL. 03-5572-1723 FAX. 03-5572-1988

研修事業部（関西）

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

FAX. 03-5572-1731

TEL. 03-5572-1725

FAX. 03-5572-1731

〈海外〉
国際審査センター

■セミナー、書籍、
ネットワークに関することは

TEL. 03-5572-1726

■各種アセスメントサービスに関することは
事業開発本部

TEL. 03-5572-1726

FAX. 03-5572-1731

■苦情やご要望に関することは
コンプライアンス室

TEL. 03-5572-1741

FAX. 03-5572-1731

掲載記事に対するご意見をお聞かせください。

E-mail:compliance@jaco.co.jp

編集
後記

秋の JACOフォーラムは、定員を超える大盛況のうちに終了いたしまし
た。今号では、前号に引き続き2 015 年版での事例発表を特集してお
りますのでご参考にしてください。今号も執筆者皆様のご協力により無
事発行することができました。ありがとうございました。これからも皆様
のお役にたてるように取り組んで参ります。
よろしくお願い申し上げます。

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。

（しい えす男）

