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1．‘4W1H’ の内容の充実　
本報第 1 回掲載の＜チェックポイント＞によ

り、自社の問題点の有無が明らかになったと思わ
れるが、今回はそれらの問題点のステップアップ
について具体的に考える。

マネジメントシステムの有効化は、‘4W1H’ を
どのレベルに置くかなどの問題意識、全階層の構
成員のモチベーションの高さに深く関わっている
が、自社の方針に基づく ‘自社の、自社による、
自社のためのマネジメントシステム’ を見直し、

メリハリをつけた継続的改善をすることが大切で
ある。重すぎる完全なカタチを目指しても実現は
難しく、また、手抜きをしては意味がない。

（1）	マネジメントシステムの基本	
─方針管理・目標管理の深化─

本来の経営管理方針と 2 本立てにならないよう
にして、CS（顧客満足）・CSR（企業の社会的責任）・
コンプライアンス（法令順守）に主題を置くこと。

これには別表＜規格一覧表　分類　⑤＞の＜社

審査員から見た ISO9001/ISO14001
などの効果的な活用法（第2回）
—	 ‘自社の、自社による、自社のためのマネジメントシステム’ を	
ステップアップする具体策—

Point
❶	 	マネジメントシステム規格は、近年多分野に急速に拡大し、新たに多くの規格が制定された。これ

らを活用して自社のマネジメントシステムをステップアップする環境は整った。その全体像を別
表＜マネジメントシステム規格一覧表＞に示した。

❷	 	自社のマネジメントシステムをステップアップする具体策として、次の 3 項がある。
 a．まず、‘4W1H’ の内容を充実すること。（What は強制）
 b． 費用対効果を考えて、既取得規格の関連の規格を新たに取得すること。（顧客などから要求さ

れた場合は必須）
 c．複数の規格を取得している場合は、単独でなく複合的、統合的に運用すること。
❸	特に、‘内部監査’、‘自己評価’ など、チェック機能を充実することが有効である。
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会的責任、事業継続、リスクに関わる規格＞が参
考になる。これらの中で

・ 社会的責任の原則として、説明責任、透明性、
倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊
重、法の支配・人権の尊重を揚げ、これらに
関わる施策と対応

・ 地震、火災、IT システム障害、金融危機、取
引先の倒産、新型インフルエンザの感染爆発
などが起こった場合の事業継続の施策（発生
前からの予防処置）

・ リスクを運用管理するための枠組みの設計、
リスクマネジメントの実践

などについての記述があり、これらを自社のマ
ネジメントシステムに選択的に取り込むとよい。

（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）

（2）	取得済み規格の運用面の補強	
─関連規格（活動内容）の上乗せ・幅出し─

取得済みの規格に、自社の判断で、自社のプラ
スになると考えられる関連規格の要求事項を選択
的に上乗せ、幅出しする方法で、新たに審査登録

（認証）費用は発生しない。

例1　ISO9001＋産業別セクター規格

　　　別表＜規格一覧表　分類　⑦＞   
産業別セクター規格は、ISO9001 の補完規格で

もある。
ここでは、ISO9001　6 項　資源の運用管理（要

員、インフラストラクチャー）および 7 項　製品
実現（製品実現の計画、顧客関連、設計・開発、
購買、製造およびサービス提供、監視機器および
測定機器の管理）に関する ‘4W1H’ の内容の充
実について、ISO16949：2009 ＜自動車生産および
関連サービス部品組織の ISO9001：2008 に関する
固有要求事項＞を例に主要な内容を述べる。この
規格の内容は充実しており、自動車産業以外の製
造業においても参考になる。

① 品質責任：是正処置の責任および権限を持つ

管理者から、すべてのシフトの生産活動に関
わる要員まで、品質責任を明確にすること。

②顧客要求への対応責任者を任命すること。
③ マネジメントレビューで、品質目標、品質不

良コストを評価、報告すること。
④ 業務を通じた教育・訓練（OJT）の内容を明

確にして実施すること。従業員の動機づけ、
エンパワーメントを確実にすること。

⑤ 工場、施設および施設の計画は部門横断的ア
プローチによること。ユーティリティーの停
止など緊急事態対応計画を準備すること。

⑥ 合否判定基準は、組織により定められ、顧客
に承認されること。

⑦ 設計・開発の計画は、部門横断的アプローチ
によること。‘製品設計’ の他に ‘製造工程設計’
がある。

⑧ 製品実現において、変更管理プロセスをもつ
こと。

（詳細は別途規格本文を参照）

例2　ISO14001＋エネルギー規格

　　　別表＜規格一覧表　分類　⑥＞　
エネルギー使用量が相対的に多い組織は、

ISO14001 に、ISO50001を付加し、エネルギー
パフォーマンス、エネルギー効率、省エネルギー、
温室効果ガスの削減などを、環境目標に取り組む
とよい。パフォーマンスの基準は自社で定めてよ
い。組織横断的なプロジェクト活動が有効であ
る。（詳細は別途規格本文を参照）

2．	既取得規格に関連した規格を新たに取得す
ること　

この場合、新規の審査登録（認証）費用が増加
するので、‘費用対効果’ を考えて実行することが
大切である。

（1）基本的な規格
　別表＜規格一覧表　分類　①　②　③　④＞
多くの組織（企業）は、自社の判断で

審査員から見た ISO9001/ISO14001などの効果的な活用法（第2回）
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①  ISO9001（品質）および、または ISO14001  
（環境）の取得からスタートし

②  OHSAS18001（労働安全衛生）、
③  ISO27001（情報セキュリティー）　などの取

得へ進む。

（2）産業別セクター規格
　別表＜規格一覧表　分類　⑦＞
ISO9001 の補完規格として自動車、医療機器、

航空宇宙、食品安全、電気通信の分野で制定され
ている。顧客から取得を要求される場合が多く、
この場合取得が必須であるが、自主的に取得する
場合もある。前述したように、現在の取得規格の
補強として、選択的に上乗せ幅出しに用い、効果
を上げている場合が多い。

（3）経営基本に関わる規格
　別表＜規格一覧表　分類　⑤＞
方針、目的、目標の設定に有効である。

3．	複数の規格を取得し、これらを複合的、統
合的に運用すること

（1）組み合わせ例　

品質と別規格 ISO9001（品質）	 ＋ISO14001（環境）
ISO9001（品質）	 ＋OHSAS18001（労働安全衛生）
ISO9001（品質）	 ＋ISO27001（情報）
ISO9001（品質）	 ＋ISO20000	（ITサービス）
ISO9001（品質）	 ＋ISO22000	（食品）
ISO9001（品質）	 ＋ISO16949	（自動車）　　　　	

環境と別規格 ISO14001（環境）	＋OHSAS18001（労働安全衛生）
ISO14001（環境）	＋ISO50001（エネルギー）　　　	

同分野で ISO27001（情報）	＋ISO20000（ITサービス）
ISO22000（食品）	＋FSSC22000（食品）　　　　		

3分野で ISO9001（品質）	 ＋ISO14001（環境）	＋OHSAS18001（労働安全衛生）
ISO9001（品質）	 ＋ISO14001（環境）	＋ISO27001（情報）
ISO9001（品質）	 ＋ISO27001（情報）	＋ISO20000（ITサービス）　　　	

（2）複合的な運用のメリット
複数の規格の共通性を生かし、本来の経営活動

と一体化したシステムを構築しやすく、マネジメ
ントシステムの簡素化に効果的であり、意思決定
も早い。審査登録機関も ‘複合審査’ を用意してお
り、審査日数は ‘単独審査’ の合計日数よりは短く、
費用も安い。

（3）	手順をできるだけ一元化し複合的な運用が
望ましい規格要求事項

経営者のコミットメントに直結した規格要求事項
①方針管理、目標管理
②内部監査
③不適合（品）の管理、是正処置・予防処置
④マネジメントレビュー　　など
手順が類似している規格要求事項
①文書管理
②経営資源　教育・訓練
③インフラストラクチャー　　など

（4）複合的運用から統合的運用へ
審査登録機関においては、複合審査と統合審査

のやり方を明確に区分しているところもあるが、
一般的には複合的運用と統合的運用を明確に区分
することはない。

統合的運用は、複合的運用がさらに進んだもの
で、複数のマネジメントシステムの登録活動範囲
が同じで、マニュアルは統合されたもの 1 つに
し、経営者、管理責任者が対象マネジメントシス
テムを一元的に管理し、各マネジメントシステム
の方針、目的、目標に矛盾のないことが一般的で
ある。複合的運用か、統合的運用かは、自社の判
断による。

4．	チェック機能	
—内部監査の充実と自己評価の導入

　別表＜規格一覧表　分類　⑧＞

（1）内部監査の充実
マネジメントシステムを維持し、有効性の継続

的改善を図る上で、内部監査は極めて重要な機能
を持っている。第 1 回掲載の ‘チェックポイント’
の中でも、特に ‘内部監査の計画の周到さ’、‘内部
監査員の力量’、‘人の行動（個人的特質）のブラッ
シュアップ’ が必要となる。

ISO19011 監査の指針別表＜規格一覧表　分 
類　⑧＞の中で、監査員の望ましい行動として「倫

マネジメント
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理的／心が広い／外交的／観察力／知覚／適応
力／粘り強さ／決断力／自立性」を挙げている。（詳
細は別途規格本文を参照）

（2）内部監査から自己評価（自己診断）へ
自己評価については、
　　ISO9004　付属書 A（参考）
　　　別表＜規格一覧表　分類　①＞
　　JISQ9006
　　　別表＜規格一覧表　分類　①＞

で取り上げられている。
ISO9004 付属書 A では、組織がその強み、弱み

を自己評価し、その成熟度を明確にし、改善およ
び革新のための機会を特定するために、主要要素、
主要規格要求事項別に、‘5 段階の成熟度レベル’
が提供されている。

自己評価は、内部監査より視点が広く、組織の
パフォーマンスおよびマネジメントシステムの成
熟度について総合的な見解を得ることができ、自
社の改善の機会を特定し、優先順位をつけ、継続
的改善を行う行動計画を立てるのに、役立てるこ
とができる。本報第 1 回掲載の ‘チェックポイン
ト’ に続き、自己評価をされることをお勧めする。

（詳細は別途規格本文を参照）
JISQ9006 は、ISO9001 よりも広い範囲の品質

マネジメントの目標に関する指針であり、有効性
はもとより、組織全体としてのパフォーマンスと
効率と継続的改善のための品質マネジメントシス
テムのモデルを提供している。

この規格は、‘質マネジメントシステム’ として
いるだけに、評価項目は ISO9001 の要求事項を基
準にしつつ、それよりは広く評価項目別に、‘評価
の視点’、‘評価指標の例’ が提示されている。（詳
細は別途規格本文を参照）

5．	アクション機能	
—是正処置・予防処置の有効化　

（1）	JIS 規格　マネジメントパフォーマンス改
善の指針の活用

　 別表＜規格一覧表　分類　⑩＞
日本で広く普及している TQM（総合的‘質’管理）

では、多くの改善手法が標準化されており、日本
品質管理学会認定の ‘品質管理検定（QC 検定　1
級〜 4 級）もある。

ISO9000 シリーズを支援する JIS 規格として、
3 編があり、中でも JISQ9024（継続的改善の手順
および技法の指針）が参考になる。この中で

① 基本概念：継続的改善の原則／トップマネジ
メントの役割／改善のプロセス

② 継続的改善の運営管理：継続的改善の課題／
継続的改善のための組織化／継続的改善のた
めの環境（コミュニケーション）

③ 継続的改善のための技法：数値データによる
技法／言語データによる技法／プロセスマッ
ピング／ベンチマーキング

について、使いやすくまとめられている。（詳細
は別途規格本文を参照）

（2）	是正処置（再発防止）・予防処置（未然防止）
の深化

これらの手順は、各規格の要求事項の中で示さ
れているが、真の原因の追究・特定／類似点調査

（他部門・他プロセスを含む）／具体的な原因除去・
再発防止対策立案／実施／実施対策の確認／実施
効果の確認に尽きるが、これには

・ 自社のキービジネスファクター（KBF）、重
要管理ポイントの整理

・ 一人ひとりの責任観・モチベーション／チー
ム力・コミュニケーション

・ ダブルチェック／ウッカリミス対策としての
具体的な歯止め

・点的思考から面的思考・立体的思考へ
・ 左脳（論理的）と右脳（ひらめき）の両面思

考

審査員から見た ISO9001/ISO14001などの効果的な活用法（第2回）
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・5S の充実，現場管理ファクターの明確化
などが必要で、深く、広く ‘わが社の　ものづ

くりのこころ’ ／ ‘マーケティングのこころ’ を確

立し、醸成し、定着させることの重要性を、ひし
ひしと感じる。

別表＜マネジメントシステム規格一覧表＞
注　	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）
①品質 ISO9001:2008 品質マネジメントシステム

―要求事項
（shall）

・マネジメントシステムの基本的な規格
・プロセスを基礎としたQMSモデル
・	認証登録時の強制要求事項	
一般要求事項／経営者の責任／資源の運用管理／製品実現／測定・分析・改善

ISO9000:2005 品質マネジメントシステム
―基本および用語

（should）

・品質マネジメントの8原則　
・82項目の定義

ISO9004:2009 組織の持続的成功のための運営管理
―品質マネジメントアプローチ

（should）

・プロセスを基礎とした拡大モデル　
・規格項目別の解説
・主要要素の自己評価（5段階の成熟度レベル）

JISQ9006:2005 質マネジメントシステム
―自己評価の指針

（should）

・ISOの‘自己評価’を補完するJIS規格
　成熟度モデル／自己評価の枠組み／組織のモデル

②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

（shall）

・認証登録時の強制要求事項
　	一般要求事項／環境方針／計画／実施および運用／点検／マネジメントレビュー
・環境側面、法的その他の要求事項重視

ISO14004:2004 環境マネジメントシステム
―	原則、システムおよび支援技法の
一般指針

（should）

・各要求事項に関する実践の手引き　
・規格項目別の解説
・環境マネジメントシステム要素間の対応の例

③労働
　安全
　衛生

OHSAS18001:2007 労働安全衛生マネジメントシステム
（shall）	

・認証登録時の強制要求事項
・労働災害リスク評価
・ISO14001との複合的な運用あり

④情報 ISO27001:2005 情報セキュリティー
マネジメントシステム

（shall）

・認証登録時の強制要求事項
・情報の機密性、完全性、可用性による有効活用
・ISO20000/JISQ15001複合的な運用あり

ISO20000:2005 ITサービスマネジメントシステム
（shall）

・認証登録時の強制要求事項
・	主な‘ITサービス’を特定し、サービスの内容とリスクを明確にして、効率化を図る

JISQ15001:2006	 個人情報保護マネジメントシステム
										　（shall）

・プライバシーマーク　認証登録時の強制要求事項
・事業者が業務上取り扱う個人情報を安全、適切に管理するのが目的
・ISO27001との複合的な運用あり

⑤経営
　基本

ISO26000:2012 社会的責任マネジメントシステム
（shall）

・‘手引’が‘要求事項’に→近く認証開始
・	取得せずとも、9001、14001などのCS、CSRの向上のために、5W1Hの具体的
内容として、選択的に取り込むことも有用

ISO22301:2012 事業継続マネジメントシステム
（shall）

・災害時、事故、事件などの事業継続時の対策
・ISO31000の指針を選択的に取り込むことも有用

ISO31000:2009 リスクマネジメント
原則と指針

（should）

・汎用的な指針（認証用の規格ではない）
・内部統制の一つのカタチ
・‘リスク’を組織の目的との関係で取り上げる（広い）

⑥環境
　関連

ISO50001:2011 エネルギーマネジメントシステム
（shall）

・	エネルギーパフォーマンス、エネルギー効率、省エネルギー、温室効果ガス排出
削減

・ISO14001との複合的な運用も
⑦	産業別
セクター
規格

ISO16949:2009 自動車生産および関連サービス
部品組織のISO9001/2008に
関する固有要求事項

（shall）

・ISO9001の上乗せ、幅出しのレベルアップ規格
・	顧客指定の特殊特性、顧客とのコミュ二ケーションなど、顧客関連プロセス重視
・	取得せずとも、9001などのCS、CSRの向上のために、選択的に取り込むことも
有用

ISO13485:2007 医療機器
品質マネジメントシステム

（shall）

・安全、有用な医療機器の製造、供給を目的
・設計・開発から納品後までのリスクマネジメント
・KPI（キーパフォーマンス指標）の管理

JISQ9100:2009 航空宇宙マネジメントシステム
（shall）

・	ISO9001をベースに、航空宇宙産業特有の要求事項を盛り込んだ、日本で制定さ
れた世界標準

・顧客（プライムメーカーや監督官庁など）の立場
ISO22000:2005 食品安全マネジメントシステム

（shall）
・	食品の安全性確保のためのHACCPの手法をもとに、消費者への安全な食品提供
を目的

FSSC22000 ・ISO22000と、これを発展させたISO/TS22002ー1を統合した規格
ISO9001ーHACCP ・HACCPとISO9001を組み合わせた規格で、品質保証と顧客満足度の向上
TL9000 電気通信マネジメントシステム

（shall）
・	電気通信業界特有の品質保証と顧客満足のための電気通信製品供給者のマネジメ
ントシステム。KPIの管理とリスクマネジメント

マネジメント
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＜ご意見　ご質問　歓迎＞
‘自社の、自社による、自社のためのマネジメン

トシステム’ をステップアップするに際して、‘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。

分類 規格の名称 規格の要点（注目事項）
⑧監査 ISO19011:2011 マネジメントシステム

監査のための指針
（should）

・多くのマネジメントシステム共通で、内部監査もしくは外部監査に適用できる
・監査プログラムのPDCA
・監査員に必要な力量（個人の行動、知識、技能）

⑨	適合
性評
価

ISO/
IEC17021:2011

適合性評価：マネジメント
システムの審査および認証を提供	
する機関に対する要求事項

（should）

・受審組織に対する要求事項ではなく、審査認証機関に対する要求事項
・	審査認証機関への要求事項として、公平性、力量、責任、透明性、機密保持、苦
情への適切な対応

⑩	JIS
改善
指針

JISQ9023:2003 マネジメントシステムパフォーマン
スの改善　
方針によるマネジメントの指針

（should）

ISO9000シリーズを支援するため、日本規格協会TQM標準化調査研究委員会が制定
した指針
・	方針の策定、展開、実施状況な確認および処置方針によるマネジメントの自己評
価

JISQ9024:2003 継続的改善の手順および技法の指針
（should）

TQMの改善の手法として、数値データによる改善技法、言語データによる改善技法
など

JISQ9025:2003 品質機能展開の指針
（should）

・	TQMの品質機能展開　品質展開、技術展開、コスト展開、信頼性展開、業務機能
展開など

上記の表は、紙面の都合で、‘規格の要点（注目事項）’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2回）




