
経営センサー　2012.12
3232

1．	ISOマネジメントシステムの自己適合宣言
（ケース②　③　④）

第 1 回、第 2 回で述べた、ISO マネジメントシ
ステムの第三者（審査登録機関）認証は、‘適合の
方法’ としては標準的なやり方である（ケース①）
が、この他にコンパクトな方法として、次の自己
適合宣言のやり方がある。　　

ケース②　 ISO マネジメントシステム規格の　
第一者自己適合宣言

ケース③　 ISO マネジメントシステム規格の　

第一者自己適合宣言／第二者適合確
認

ケース④　 ISO マネジメントシステム規格の　
第一者自己適合宣言／第三者宣言確
認

ISO マネジメントシステムを構築、運用し、そ
れに適合していることを自己適合宣言する方法は、
適合の 1 つの方法として、ISO14001（環境）や、
最近制定された ISO22301（事業継続）などの個
別規格、ならびに ISO17000 シリーズなどの適合

審査員から見た ISO9001/ISO14001
などの効果的な活用法（第3回〈最終回〉）
—コンパクトな ISO自己適合宣言と簡易マネジメントシステム—

Point
❶  前回は ISO マネジメントシステムをステップアップする具体策について述べたが、今回は視点を

広げ、ISO マネジメントシステムの認証登録にこだわらないコンパクトでコストの安い
 　・ISO マネジメントシステムの自己適合宣言
 　・ISO マネジメントシステム以外の簡易マネジメントシステム
 　・自社独自のマネジメントシステム
  について考える。これらは、顧客など利害関係者から ‘ISO 認証登録’ を要求されていないが、自

主的に自社の経営管理体制を強化し、費用対効果も考えて成果を上げたい場合に有効である。
❷  ただ、これらの方法は ‘ISO 認証登録’ という客観的担保を持たないだけに、マネジメントシステ

ムの内容を明確にして確実に運用し成果を上げ、適合宣言の基礎となる適合性評価活動を客観的
に明確にするなど、継続的改善が安易にならないよう留意することが肝要である。自社が自己適
合宣言した内容を、第二者または第三者に確認を求める方法もある。
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性の共通規格に明確な根拠を有する運用方法であ
るが、今まで認証登録制度の場などでは話題にさ
れてこなかった。近年、自己責任の確立、改善意
識の向上、認証登録の形骸化排除、費用対効果の
視点などから注目されてきた。

なお、自己適合宣言方式は、マネジメントシス
テム分野以外では、すでに 

EU の
　・CE マーキング
　・RoHS 指令
　・製品有害化学物質規制
日本の
　・JIS 製品規格への自己適合宣言
　　（JISQ1001：2005　 適合性評価─製品規格

への自己適合宣言指針）
　・タイプⅡ環境ラベルの自己適合宣言
　　（ISO14021：1999　 環境ラベルおよび宣言

─自己宣言による環境
主張　タイプⅡ　環境
ラベル表示）

などの分野においても採用されている。

（1）	ISO マネジメントシステムにおける自己適
合宣言の規格上のよりどころ

1）ISO個別規格

例えば、ISO14001：2004　環境マネジメントシ
ステムの ‘適用範囲’ の中で「この規格との適合を、
次のことによって示す」と規定されている。

・ 自己決定し自己宣言する（外部への確認費用
不要、自己責任で完結する）。（ケース②）

・ 適合について、組織に対して利害関係をもつ
人、またはグループ、顧客などによる確認を
求める（‘適合の確認’ について、費用が発生
することがある）。（ケース③）

・ 自己宣言について、組織外部の人またはグ
ループによる確認を求める（‘自己宣言の確認’
について、認証登録費より安いが、‘検証審査’
などと称して一般的には費用が発生する）。

（ケース④）

・ 外部機関による環境マネジメントシステムの
認証／登録を求める（標準的な方法で、認証
登録による認証登録費が発生する）（ケース①）

こ の 他、ISO9001：2008（ 品 質 ）、ISO22000：
2005（食品）、ISO ／ IEC27001・2005（情報）にも、
文末の＜自己適合宣言に関わる規格一覧表＞に示
す記述があるが、内容をより分かりやすくするた
めに、日本品質管理学会（JSQC）では、「自己適
合基準　チェックリスト」の作成を進めている。

2）ISO共通規格　ISO17000シリーズ　

適合性評価、自己適合宣言に関わる共通規格に
おいて、次のことが規定されている。

ISO/IEC17000：2004  第一者適合性評価活
動などの定義

ISO/IEC17050-1：2004  供給者適合宣言書の
様式例

ISO/IEC17050-2：2004  宣言された要求事項
への適合を実証するた
めの支援文書の内容

（2）	ISO マネジメントシステムの自己適合宣言
の進め方

上記の ISO 個別規格、共通規格に基づいて、自
己適合宣言の進め方を述べる（誌面の都合で要点
のみの記述になるが、詳細は別途規格本文を参照
ください）。

1）	ISOマネジメントシステムを構築、認証登録
をし、システムを軌道に乗せた後、認証を取
り下げ、自己適合宣言に切り替える方法	
（ケース①　→　②　③　④）

①システムの構築
ステップ 1
 　トップマネジメントが ISO マネジメントシス
テム規格の認証登録が軌道に乗った後、自己責
任の確立、改善意識の向上、認証登録の形骸化
排除、費用対効果の視点などから認証登録を取
り下げ自己適合宣言方式にすることを意思決定

審査員から見た ISO9001/ISO14001などの効果的な活用法（第3回〈最終回〉）



経営センサー　2012.12
3434

する。
ステップ 2
 　自己適合宣言の対象となるマネジメントシス
テムの内容を ‘マネジメントマニュアル’、‘規定、
標準類’ などの文書で定める（一般的には認証
取り下げ前と同じであるが、補強、割愛につい
て、必要に応じ自主的に見直す）。
ステップ 3
 　自己適合宣言のやり方を、ステップ 2 の文書
で定める。
　a　 自己適合宣言のためのチェック機能 

例　内部監査
　b　 自己適合宣言者および自己適合宣言の基

礎となる評価項目と内容
　c　 顧客など利害関係者から要請があった場

合、客観性確保の面から、開示する文書・
記録の範囲、内容、方法など

　d　 自己適合宣言の維持（定期的評価など）の
方法

②システムの運用
ステップ 4
 　自社の責任で定めたステップ 2 の文書類に基
づき自社のマネジメントシステムを確実に運用
し、継続的改善を図るために、次の段階を回し
続ける。
　P 段階　組織責任体制、目標管理など
　D 段階　 教育訓練、標準化、各プロセスの運

用管理など
　C 段階　 内部監査、トップ診断など
　A 段階　是正処置、予防処置など
ステップ 5（ケース②の場合）
 　ステップ 3 で定めた方法に基づき、自己適合
宣言者が宣言を行う。
ステップ 6
 　ステップ 3 − d で定めた方法に基づき、自己適
合宣言の維持（定期的評価など）を行い、マネジ
メントシステムの有効性の継続的改善を行う。
ステップ 7
 　顧客など利害関係者から要請があった場合

は、ステップ 3 − c に基づき関連情報を必要な
範囲で開示する。
ステップ 8（ケース③　④　の場合）
 　自己適合宣言の後、第二者適合確認（ケース
③）または第三者自己宣言確認（ケース④）を
行うかどうか、行う場合どのような方法で行う
かを決定し、実行する。

2）	ISOマネジメントシステムを構築した後、認証登

録をせず、最初から自己適合宣言をする方法

（ケース②　③　④）

ステップ 1
 　トップマネジメントが、自主的に ISO マネジ
メントシステム規格を構築し、自己責任の確立、
改善意識の向上をもとに、費用対効果の点も考
慮し、認証登録をせず、自己適合宣言方式によ
りシステムを維持することを意思決定する。
ステップ 2　これ以降は　1）項に準じる。

（3）	‘自己適合宣言書’ の様式例（ISO17050 − 1：
2005　付属書 A による）

1） 番号
2） 発行者の名称 例　○○株式会社　
 発行者の住所 例　・・・・・
3） 宣言の対象 例　 ○○製品の設計・開発お

よび製造
4）  上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適

合している。
 文書番号　表題　版数／発行日
 例　ISO9001：2008
 　　○社　○○マネジメントマニュアル
5） 追加情報　（例）
  自己適合宣言の根拠（関与した適合性評価機

関）
 　第一者監査　内部監査 
 　第二者監査　利害関係者（顧客など）
 　第三者監査　検証審査機関
 代表者または代理者の署名、日付

マネジメント
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2．	簡易マネジメントシステムの第三者（審査
人など）認証（ケース⑤）

簡易マネジメントシステムを広義にみれば、文
末の＜簡易マネジメントシステム規格一覧表＞に
示すものがある。特に、環境法規の順守などは企
業規模にかかわらず重要であるので、環境省も普
及を支援し、中小企業でも導入しやすい簡易な環
境マネジメントシステムが用意されている。

また、地域商工会議所なども、ISO 規格を参考
にした簡易マネジメントシステムを構築、運用し
て普及に乗り出している。

（1）簡易環境マネジメントシステム
1）  マネジメントシステムを段階的に拡大する場

合の ISO 指針
 ISO14005：2010　 
  　環境マネジメントシステム─環境パフォー

マンス評価の利用を含む環境マネジメントシ
ステムの段階的実施の手順─

2）  法人などが運用する ‘簡易マネジメントシス
テム’

 ①環境省／地球環境戦略研究機構
 　エコアクション 21
 ②特定非営利活動法人 KES 環境機構
 　KES 環境マネジメントシステム
 　スタンダード　など

（2）簡易品質マネジメントシステム
地域商工会議所などが運用する ‘簡易マネジメ

ントシステム’
燕商工会議所品質管理簡易認証制度　など

（3）その他　政府機関が発行した指針
例　事業継続
・内閣府　事業継続ガイドライン
・ 中小企業庁事業継続計画（BCP）策定運用指

針（ISO 事業継続マネジメントシステムとし
ては 22301 がある。前報参照）

これら簡易マネジメントシステムは、自社の経
営方針、経営規模、などを考慮して自主的に選択
し、構築し、認証を受けるとよい。

3．	自社独自のマネジメントシステムの自己適
合宣言（ケース⑥）

‘自社の、自社による、自社のための独自のマネ
ジメントシステム’ を、ISO マネジメントシステム、
簡易マネジメントシステムなどを参考にして、自
己責任の確立、認証登録の形骸化排除、費用対効
果の視点などから、自主的に構築、運用し、自己
適合宣言をする方法もある。この場合、自社独自
のマネジメントシステムの有効性のレベル（5W1H
など）をどこに置くかが、運用の成否の鍵を握っ
ている。

＜まとめ＞
今まで 3 回にわたって ‘自社の、自社による、

自社のためのマネジメントシステム’ の構築およ
び継続的改善について述べたが、本稿を終わるに
あたり、要点をまとめる。

（1）	自社のマネジメントシステムの選択にあたって
マネジメントシステムの運用によって成果を上

げるための方策は、第 2 回で述べた ISO マネジメ
ントシステムのステップアップ（4W1H のレベル
の見直し／関連新規格の取得／複合的・統合的運
用）から、第 3 回のマネジメントシステムのコン
パクト化（ISO マネジメントシステムの自己適合
宣言／簡易マネジメントシステムの第三者認証／
自社独自のマネジメントシステムの自己適合宣言）
まで種々あり、選択肢の幅は極めて広い。これら
の中からいずれを選択するかは、自社の経営風土、
経営方針、経営規模、顧客満足、社会的責任に対
する考え方に基づくことになる。

（2）継続的改善の原点
1） マネジメントシステムの継続的改善の原点

審査員から見た ISO9001/ISO14001などの効果的な活用法（第3回〈最終回〉）
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は、組織の各部門、各階層、一人ひとりの、
問題意識、モチベーションのレベルを上げ
ること。

2） 自社のマネジメントシステムを支える基盤は、
 　 管理技術（品質、環境、安全衛生、作業

能率、原価、情報などの各分野）
 　 固有技術（設計、製造、販売などの各分

野）
  の双方が必須であり、これらの総合的な技

術力の向上に努めること。
3） マネジメントシステムの継続的改善の評価

を、適合性から、有効性、さらには効率（ア
ウトプット／インプット、効果／費用）へ
と進め、効率の評価尺度は可能な限り金額
換算にすること。

4） そのためには何をしなければならないかの
ヒントは、今までに述べた多くの ISO マネ
ジメントシステム規格や指針の中に示され
ており、これらは今後も充実されていく方
向にある。第 2 回に示した＜規格一覧表＞
の後にも、ISO39001（道路交通安全マネジ
メントシステム）、ISO29990（非公式教育・
訓練における学習サービス−サービス事業
者向け基本的要求事項）が制定された。こ
れらの動きに対応するため、新しい関連情
報をタイムリーにキャッチし、自社に取り

込んでいくマネジメントシステムの企画管
理体制を確実にすること。

（3）	ISO マネジメントシステム規格の改訂動向
に注目した対応

1） 複数の規格の整合性向上による複合的、統
合的運用の推進

  ISO マネジメントシステム規格は、各規格
別の国際的な技術委員会のもとに、国内委
員会が設けられ、3 〜 5 年ごとに見直しが
行われている。このため今まで規格間の整
合が十分とはいえない面があったが、2012
年 5 月に制定された ISO22301（事業継続マ
ネジメントシステム）から、‘ハイレベルス
トラクチャー’ によって、整合が図られる
ようになり、複合的、統合的運用が進めや
すくなった。

2）審査・認証機関との協働関係の充実
  監査のための指針（ISO19011:2012）、審査

および認証を行う機関に対する要求事項
（ISO17021:2011）が、近年相次いで改訂さ
れ、審査・認証機関側の改善も進んでいる。
被審査側から、審査・認証機関（審査員）
側へ ‘自社の考え方などをより積極的に発
言すること’ もマネジメントシステム改善
の重要な鍵となる。

＜自己適合宣言に関わる規格一覧表＞
 shall：強制事項（しなければならない）　　should：指針（することが望ましい）

分類 規格の名称 規格の要点（自己適合宣言関連記述）
環境 ISO14001:2004 環境

マネジメントシステム
─要求事項および利用の手
引き（shall）

・この規格との適合を次のことによって示す。
（1）自己決定し、自己宣言する。
（2） 適合について、組織に対して利害関係を持つ人、またはグループ、例えば顧客などに

よる確認を求める。
（3）自己宣言について、組織外部の人またはグループによる確認を求める。
（4）外部機関による環境マネジメントシステムの認証／登録を求める。

品質 ISO9001:2008 品質
マネジメントシステム
─要求事項（shall）

・ この規格は、製品に適用される顧客要求事項および法令・規制要求事項ならびに組織固有
の要求事項を満たす組織の能力を、組織自身が内部で評価するためにも、認証機関を含む
外部機関が評価するためにも使用することができる。

・ この規格に制作過程にいて、利用者の利便のために、ISO14001－2004の規定を十分考慮
に入れて2つの規格の両立性を高めた。

ISO9000:2005 品質
マネジメントシステム
─基本および用語
（should）

3．9 監査に関する用語　3．9．1　注記
　内部監査は、第一者監査と呼ばれることもありマネジメントレビューおよびその他の内部
目的のためにその組織自体または代理人によって行われ、その組織の適合していることを宣
言するための基礎としてもよい。

食品 ISO22000:2005 食品安全
マネジメントシステム
（shall）

・ この規格は、組織が次の事項を可能にするための要求事項を規定するものである。　a）～ 
f）　略

　g）その食品安全マネジメントシステムの、外部組織による認証もしくは登録を求める。ま
たはこの規格への適合の自己評価もしくは自己適合宣言を行う。

マネジメント
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＜ご意見　ご質問　歓迎＞
コンパクトな ‘ISO 自己適合宣言と簡易マネジ

メントシステム’ について、‘ご意見’、‘貴社の個別
のご質問（各規格の具体的な内容を含め）’ などが

ありましたら、本誌掲載の ‘Communication Sheet ’
などを利用してお受けし、次号または個別にご返
事させていただきます。どうぞお寄せください。

＜簡易マネジメントシステム規格一覧表＞
区分　　shall：強制事項（しなければならない）　　should：指針（することが望ましい）

分類 規格の名称 規格の要点（注目事項）
簡易
規格
（環境）

ISO14005:2010 環境マネジメントシステム
─環境パフォーマンス評価の利用
を含む環境マネジメントシステム
の段階的実施の指針─（should）

・ 環境マネジメントシステムを、特に中小企業に奨励し段階的なアプローチを利
用してISO14001の要求事項を満たすことが目的。

・ステップを1，2，3，4，5　に区分し、
　　3段階による実施例
　　5段階による実施例　が用意されている。

環境省／地球環境戦略
研究機構
持続性センター

エコアクション21
環境経営システムガイドライン
環境活動レポートガイドライン
（shall）

・中小事業者向
・ISO14001をベース
・ 要求項目12項目　環境側面・内部監査は要求されていない。
・監査人による認証
・環境への負荷の自己チェック
・環境への取り組みの自己チェック
・環境パフォーマンスの要求事項
　　　　二酸化炭素の排出量削減
　　　　廃棄物排出量削減
　　　　総排水量削減
・環境活動レポートの作成と公表の要求

特定非営利活動法人　
KES環境機構

KES・環境マネジメント
システムスタンダード（shall）

・中小企業をはじめ、あらゆる事業者
・KES審査員による審査登録
・地球温暖化防止京都会議・COP3が発端
・段階的に取り組める2つのステップ
・ステップ2　の要求事項　
　環境問題に取り組み始めた段階を想定
・ステップ1　の要求事項
　ISO14001と同レベルを目指す
・取得。維持コストが安いことをPR
・エコアクション21　と相互認証　あり

簡易
規格
（品質）

地域商工会議所 燕商工会議所
品質管理簡易認証制度
（TSO）（shall）

・ISO9001の中で、特に重要な要求事項を抜粋
・認証企業審査会での審査

分類 規格の名称 規格の要点（自己適合宣言関連記述）
情報 ISO/

IEC27001:2005
情報セキュリティー
マネジメントシステム
（shall）

この規格が規定する要求事項は、汎用的であり、形態、規模および事業の性質を問わず、全
ての組織に適用できることを意図している。組織がこの規格への適合を宣言する場合には、
箇条4．5．6，7および8に規定するいかなる要求事項の除外も認められない。

事業
継続

ISO22301:2012 事業継続
マネジメントシステム
（shall）

・ この国際規格は、次のことを行おうとする、あらゆる形態および規模の組織に適用でき
る。

d）第三者の登録認証機関にBCMSの認証・登録を求める。
e）この国際規格との適合を自己決定し、自己宣言する。

適合性
評価

ISO/
IEC17000:2004

適合性評価
─用語および一般原則
（should）

・第一者適合性評価活動：対象を提供する人または組織によって実施される。
・ 第二者適合性評価活動：その対象について使用者側の利害を持つ人または組織によって実

施される。
・ 第三者適合性評価活動：対象を提供する人または組織およびその対象について使用者側の

利害を持つ人または組織の双方から独立した人または組織によって実施される。
自己
適合
宣言

ISO/IEC17050-1 
:2005

適合性評価
─供給者適合宣言
第1部　 一般要求事項 

（shall）

供給者適合宣言書の主な内容
・適合宣言の対象の識別（マネジメントシステムなど）
・適合宣言の基礎とした適合性評価結果と宣言とを関係づけるため
　　関与した適合性評価機関
　　該当する適合性評価報告書の引用
　　関与したマネジメントシステムの引用　など

ISO/IEC17050-2 
:2005

適合性評価
─供給者適合宣言
第2部　支援文書（shall）

・供給者適合宣言を実質的に裏付ける支援文書の内容
　 宣言の対象の説明／設計文書／適合性評価結果関与した第一者、第二者または第三者評価

機関の識別
JISQ1000:2005 適合性評価

─ 製品規格への 
自己適合宣言指針 
（shall） 
（should）

・ 日本工業規格（JIS）製品規格への自己適合宣言
　 自己適合宣言書により、自己適合宣言の対象、適合を宣言する根拠としたJISの識別をす

る。

上記の表は誌面の都合で、‘規格の要点’の記述にとどまっているが、規格の全文は　日本規格協会（Tel  03-3583-8002） から 、解説書は　日本規格
協会（Tel  03-3583-8002）、日科技連出版社（Tel  03-5379-1244）などから刊行されているので参照ください。（主要書店にもある） 

審査員から見た ISO9001/ISO14001などの効果的な活用法（第3回〈最終回〉）


