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1．はじめに（マネジメントシステムの発展過程）
1980 年 代、 英 国 の BS5750 − 1979， 米 国 の

ANSI ／ ASQCZI − 15 − 1979 をベースに、‘Not 
Bureaucracy（官僚的でない）’ ‘Common Sense（常
識的）’ をモットーに、‘製品またはサービスそのも
のの品質’ でなく、‘製品やサービスを提供するシ
ステム（仕組み）’ を規制する ISO9001 が、1987
年に国際標準化機構（ISO）から「品質保証の国
際規格」として制定され、1990 年代初めから日本
でも普及し、約 20 年が経過した。

当初は、‘売り手’ と ‘買い手’ の間の品質保証に
関する事項を定めたものであったが、1992 年の
ヨーロッパ経済統合、ガットの ‘貿易の技術的障
害に関する協定’ により、企業の品質管理能力の
認証にも用いられるようになり、それぞれの国内
の取引においてはもちろんのこと、製品の輸出入
の際にも利用することができるようになった。こ
の時期、ISO9001 は非関税障壁になるのではない
か、という懸念があった。

2000 年以降、品質、環境以外の新たな分野に

審査員から見た ISO9001/ISO14001
などの効果的な活用法（第1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’ の	
構築と現状のチェック—

Point
❶  1990 年代初頭から日本へも導入された ISO9001 などのマネジメントシステム規格は、急速に

普及し、経営管理のパフォーマンスの改善に役立っている組織（企業）がある一方、新規取得の伸
び悩み、取得取り下げが続いている。

❷  審査員として、登録／定期／更新審査を通じて、マネジメントシステムの規格要求事項に適合し
ていても、有効性の継続的な改善が進んでいない組織（企業）がかなりあり、これらの組織（企業）
には、共通の課題が存在していることを認識した。

❸  自社の経営活動のさらなるパフォーマンスの向上のために、文末に、マネジメントシステムの
‘チェックポイント’ を提示した。内部監査より広い視点で、有効性の継続的改善についての ‘現状
チェック’ を勧めたい。
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も、マネジメントシステムが制定され、また、既
存のマネジメントシステム規格が改訂、充実され
るなど、「マネジメントの ‘システムアプローチ’
全盛」となったが、一方、マネジメントシステム
導入の形骸化、‘パフォーマンスの有効性の継続的
改善効果についての課題’ もかなり存在し ‘自社の、
自社による、自社のためのマネジメントシステム’
について考え直す時期にきている。

2．審査登録（認証）の現状
（1）	審査登録件数

（日本適合性認定協会（JAB）による）
ISO9001 の登録件数は、2007 年代の 53,500 件

をピークに、2012 年 6 月 1 日現在、36,439 件（約
70％）に減少し、この傾向が続いている。

（2）	組織（企業）側から見た、審査登録（認証）
の目的

（2010 年 2 月の日本適合性認定協会（JAB）の
調査報告書による）複数回答

この調査によると、下記のように、‘取引先から
の要請’ が案外少なく、‘自社のパフォーマンスを
向上させること’ が上位にあることが注目される。
このことから見て、カタチだけでなく、効果を上
げないと審査登録の意味がないことが分かる。

1 位　社員の品質意識、環境意識の向上
2 位　自社品質管理システムの基礎構築
3 位　 製品またはサービスの質、環境パフォー

マンスの向上
4 位　業界の動向を考慮
5 位　取引先、親会社からの要求
6 位　参入条件の確保、拡大

（3）組織（企業）側から見た、認証取得の効果
（2010 年 2 月の日本適合性認定協会（JAB）の

調査報告書による）
（「期待通りの結果が得られた」と回答した企業

の割合％）
この調査によると、下記のように、取得の ‘満

足度’ はあまり高くなく ‘組織内部への効果’ はあ
る程度得られたものの、‘外部への効果は限定的’
といえる。

業務の仕組みが明確になり目的達成のための業
務改善が進む 11.9％

製品品質、環境パフォーマンスの向上を図る
 9.5％
優れた組織として社会の評価を得る 8.2％
取引先からの監査を減らせる 7.1％
売上の向上を図る 1.6％

3．	審査員から見た、審査登録（認証）の現状
に対する所見と主要な課題

（1）総合所見
私が審査員として 17 年間にわたって体験した

ISO9001 ／ ISO14001 の登録審査、1 年ごとの‘サー
ベイランス（定期審査）’、および、3 年ごとの ‘再
認証（更新審査）’ の審査結果などから見た ‘総合
所見’ は、およそ次の通りで課題が多い。

経営活動に寄与し、パフォーマンスが継続的に
改善している組織 10 〜 25％

経営活動にある程度寄与し、管理に役立ってい
る組織 30 〜 45％

認証登録の ‘カタチ’ はできたが、取得効果が不
明確な組織 30％  

（2）	マネジメントシステムの ‘有効性の継続的改
善’ に関する課題

審査時の ‘不適合’、‘改善の機会’ の発生状況か
ら見て、主な課題として次の事項が挙げられる。
これらはいずれも、古くて新しく、なかなか改善
されていないのが実情である。

①経営の ‘基本的事項’

これらの分野の運用に、なお、継続的改善の余
地がある。

○ 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）

審査員から見た ISO9001/ISO14001などの効果的な活用法（第1回）
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② ‘4W1H’

‘ 4W1H’ のレベルが、自社の方針、状況に対し
て適切でない面がある。What（何を）は、規格要
求事項として明確に定められ、強制事項（shall）
であるが、Who（誰が、どの部門が）、When（何時、
どのタイミングで）、Where（どこで）、Why（なぜ）、
How（どのように）の ‘4W1H’ は、自社の方針（経
営方針、品質方針、環境方針など）に基づいて自
由に定めてよい（should）。

それだけに、‘4W1H’ のレベルによってシステ
ムの有効性が左右される。

③ ‘PDCA’ サイクル

形骸化して、効果的に回っていない面がある。
○方針管理、目標管理
○内部監査
○是正処置、予防処置
○マネジメントレビュー　などの一連の活動

④ ‘4M’（活動の4要素）

これらの管理が、自社の活動にマッチしていな
い面がある。

○ Man（教育・訓練、要員の力量、認識・自覚）
○ Method（方法、標準化）
○ Machine（設備）
○ Material（原材料）

（3）‘有効性の継続的改善’ の鍵
‘ 4W1H’ のレベルを具体的にどのように定める

か、およびこれらを支える全部門、全階層の人々
の ‘双方向のコミュニケーション’、‘各部門、各階
層の一人一人の ‘認識、自覚、モチベーション’ の
レベルを上げることこそ、有効性の継続的改善の
原動力であり、これらを育む企業風土の醸成、具
体的な施策が大切である。

また、審査員の力量、認識・自覚はもとより、
審査員個人の行動（個人的特質）についての絶え
ざるレベルアップも、有効性改善の大きい鍵であ
る。

4．	自社のマネジメントシステムの基本的事項
に関する有効性の ‘現状チェック’

審査員の審査体験をもとに、マネジメントシス
テムを ‘構築中’ または ‘構築済みで運用中’ の組
織の方々へ、‘現状チェック’ をお勧めしたい。

今回は、目標管理、内部監査、是正処置・予防
処置、マネジメントレビュー、教育・訓練、標準
化・文書化など基本的な事項についての ‘現状
チェック’ を取り上げた。‘具体的なプロセス’ に
ついては、次回以降で考察する。

この ‘現状チェック’ では
（1） 内部監査および審査登録（認証）機関の審

査より、監査（審査）の範囲を広くした。
（2） この ‘現状チェック’ は内部監査の際、監

査員によって実施してもよいが、これとは
別に、より多くの時間をかけて、各実施部
門と事務局、経営層と管理層と一般層な
ど、立場の異なる人が、複数実施し、結果
を比較するのも有効である。自社の弱い分
野を重点的に実施する方法もある。

（3） 次頁（1）〜（8）の各項目別に評点の平
均値を出し、自社のマネジメントシステム
の強い点、弱い点を整理する。

（4） ‘チェックポイント’ の中の注記の項目につ
いては、次回以降で考察する。

＜評価基準　5段階＞

5 点　　 しっかりした改善プロセスがある。ベ
ンチマーキングされるレベル。

4 点　　 改善プロセスがある。改善傾向を持続
している。

3 点　　 体系的な改善の初期段階。改善傾向が
見られる。

2 点　　 問題点、是正処置に基づいた受動的な
プロセスがある。

1 点　　 体系的なアプローチがない。成果が明
確でない。

マネジメント
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＜チェックポイント＞

（1）方針管理、目標管理

① 経営理念、経営方針に基づき策定されている
か。自社固有の方針、TQM などの方針と異な
る、乖離した 2 本立ての仕組みになっていな
いか。 （　　点）

②  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）が、どの程度、
方針管理、目標管理に取り入れられている
か。（次回以降で考察する） （　　点）

③ トップの方針は、各部門、各階層で方針展
開、目標展開されているか。その場合、中間
マネジメントはどのように関与しているか。

 （　　点）
④ 方針管理、目標管理を通じて、トップダウ

ン、ボトムアップの双方向のコミュニケー
ションは円滑か。 （　　点）

⑤ 目標の内容、項目は、具体的で明確に設定さ
れているか。 （　　点）

⑥ 目標値の設定レベルは適切か、達成可能な高
いレベルか。 （　　点）

⑦ 目標値の単位、尺度は適切か。（絶対値か、％
かなど） （　　点）

⑧ 目標値の評価のタイミングは長過ぎないか／
短か過ぎないか。 （　　点）

⑨ 目標未達成の場合放置されていないか。是正処
置発動の感度は定められているか。 （　　点）

⑩ 目標値の見直しの基準、タイミングは定めら
れているか。 （　　点）

⑪ 目標達成過程のおける、各階層、各部門、各
人の努力度は、どのように評価されている
か。その評価は、各人のモチベーションの向
上に役立っているか。 （　　点）

⑫ 複数のマネジメントシステムを導入している
場合、運用方法はどうしているか。（個々に／
複合的に／統合的に）（次回以降で考察する）

 （　　点）
 平均点　　　　　点

（2）内部監査

① 監査の対象となるプロセスおよび領域の状
態、重要性、これまでの監査結果を考慮し
て、監査計画が策定されているか。頻度は適
切か。 （　　点）

② 監査の指摘〔不適合および改善の機会（是正処
置を強制せず）〕の感度は適切か。監査員によ
る指摘の判断に、バラツキがないか。 （　　点）

③ 不適合は、自部門、他部門で再発していない
か。 （　　点）

④現場監査はどの程度なされているか。 （　　点）
⑤ 監査員の力量、個人的特性は適切か。力量の

維持、向上のために、どのような施策がある
か。 （　　点）

⑥ 内部監査のやり方についてステップアップ
が、考慮されているか。 （　　点）

　‘自己評価　自己診断’／‘自己適合宣言’など。
　（次回以降で考察する） （　　点）
 平均点　　　　　点

（3）是正処置、予防処置

① 是正処置の対象は適切か。顧客・利害関係者
からのクレーム、品質管理上の異常、環境管
理上の異常、目標未達成など （　　点）

②是正処置発動の基準、感度は適切か。 （　　点）
③予防処置発動の基準、感度は適切か。 （　　点）
④真の原因まで追求されているか。 （　　点）
⑤ 具体的な是正処置のための、データ分析はなさ

れているか。データ分析、解決のための手法は
具体的か。（次回以降で考察する） （　　点）

⑥ 予防処置は、何を基準に、どのような感度で
発動しているか。 （　　点）

 平均点　　　　　点

（4）マネジメントレビュー

① 他の会議体との関連は良いか。頻度は適切か。
 （　　点）

審査員から見た ISO9001/ISO14001などの効果的な活用法（第1回）
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② 指示事項は各部門、各階層で展開されて、確
実に実施され、フォローアップされているか。

 （　　点）
 平均点　　　　　点

（5）プロセスアプローチ、システムアプローチ

① 個々の仕事の集まりを、つながりのある一つの
仕組みとして捉え活動の ‘インプット’ と ‘アウ
トプット’ が明確になっているか。 （　　点）

（6）Man　　教育・訓練（要員の力量、認識）
① 「製品要求事項への適合に影響がある仕事に

従事する要員に必要な力量」は、その内容、レ
ベルが具体的に定められているか。 （　　点）

② 「組織の要員が、自らの活動の持つ意味およ
び重要性の認識」を各人のモチベーションに
つなげているか。 （　　点）

③ 定型的な教育・訓練のほかに、職場内訓練
（OJT）をどのように実施しているか。PDCA
サイクルは確実に回っているか。 （　　点）

④ 教育・訓練の結果の有効性の評価はどのよう
に実施しているか。 （　　点）

 平均点　　　　　点

（7）	Method　　‘4W1Hの具体性’ と標準化、文書化

① 管理の標準化、文書化（主として規定類）と、
作業の標準化、文書化（主として標準類）の
関連において、どの程度 ‘4W1H’ が具体的
に取り込まれているか。 （　　点）

② ‘経営基本に関わる規格’、‘産業別セクター規格’
などが、自社の ‘4W1H’ を定める際、参考
にされているか。（次回以降で考察する）

 （　　点）
③ 難しい仕事、熟練度の低い要員が行う仕事の標

準書は、より具体的に平易に記述されているか。
 （　　点）
④ 是正処置の結果を文書の改訂につなげているか。
 （　　点）
 平均点　　　　　点

（8）環境管理

① 組織が影響を及ぼすことができる環境側面の
抽出は適切か。抽出された環境側面は、自社
の方針に基づき、環境目的、環境目標に特定
され、実施計画に基づき、運用、監視されて
いるか。（PDCA） （　　点）

② 特に、環境分野の法的要求事項（コンプライア
ンス）の特定の感度は適切か。順守評価は適
切になされているか。緊急事態の準備および対
応の対象はリスクに見合っているか。 （　　点）

③ エネルギーマネジメントは、現在どの程度取
り込まれているか。今後、推進する計画はあ
るか。（次回以降で考察する） （　　点）

④ 労働安全衛生マネジメントは、現在どの程度
取り込まれているか。今後、推進する計画は
あるか。（次回以降で考察する） （　　点）

 平均点　　　　　点

＜現状の総合評価＞貴社で構築中または運用中の
マネジメントシステムは、次のどのレベルか。

1、 自社のシステムは、経営活動に寄与し、パ
フォーマンスが継続的に向上している。

2． 自社のシステムは、経営活動に寄与し、管
理に役立っている。

3． 自社のシステムは、認証登録の ‘カタチ’ は
できたが、効果がもう一歩。

5．おわりに
上記の ‘現状チェック’ によって、自社の ‘マネ

ジメントシステムのレベル’、‘強い点’、‘弱い点’、
が明確になったことと思われる。

次回は、これらの課題について具体的な改善方
策を考察する。

　
＜ご意見　ご質問　歓迎＞

‘現状チェック’ 結果などに関連して、‘ご意見’や ‘貴
社の個別のご質問’ を本誌掲載の ‘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。
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