
第２０巻２号 2016年 10月 1日発行 
 

  Management System News 

     INTERNATIONAL QA INSTITUTE（NPO 法人 国際品質保証協会) 

 
 
NPO法人 国際品質保証協会は、QA（品質保証）に関連する活動を通して日本の繁栄に奉仕・貢献することを目的として 1991年に設

立された団体で、今日まで ISO を含む諸種マネジメントシステムの効果的活用について、わが国の主要機関に対する総合的な支援

活動、内部の教育、調査・研究、講習等の会員活動に加え、アメリカ品質学会（ASQ）の日本支部として国際的にも活動しています。 

 

Management System News Vol. 20, No.2                                                              １ 

IQAI   

 

 

 

 

 

 

 
 

（写真は NHKの動画より） 

リオ五輪で体操男子の金メダルに輝いた日本男子チーム 
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暑い夏の盛り、世界最大のワールドイベントである

四年に一度の五輪が南米初の開催地であったリオ

デジャネイロで 8 月 5 日から 21 日までの日程で行

われ、幕を閉じた。日本は前回のロンドン五輪を上回

る史上最多のメダル数４１を獲得したとのこと。私もテ

レビ観戦に熱い声援を送った一人であるが、観戦した

競技のアスリート達は、日常で目にする人達と比べ

て、誰もが格段に輝いて素晴らしかった。記憶に残る

競技を一つだけ挙げよとなれば、私の場合、迷わず、

銀メダルを獲得した男子４００メートルリレーである。見

事、歴史的な快挙となった感動の場面を繰り返し観

戦し、感動した。パラに開催されたそのあとの障害者

オリンピックも目新しく映った数々の熱戦を繰り広げ、

得も言われぬ元気を我々に送ってくれた。心から感

謝して、「ありがとう」の気持ちをお返ししたい。 

 

「さぁ、次は東京五輪だ！」と四年後の五輪に思い

を馳せた人も多かったのではないか。と思って、一気

に“Tokyo”に目を向けると、目下の東京都は・・・？と

なる。東京は地方自治体の行政と言っても単純に地

方都市とも呼べないような巨大な行政であり、小池都

知事が誕生してまだ２ケ月である。ところが、この間、

過去１０年以上に亘る都政の無様ぶりが次々に浮上

して、東京都民は一様に驚いたことだろう。築地市場

の豊洲移転問題の経済へ及ぼす影響は何をどうする

かによるのだろうが、いずれにせよ、数千億円の規模

だろう。問題は「組織の管理」である。豊洲移転と同じ

感度で進められてきたであろう五輪都政の「管理」に

対しても、小池都知事は、都政改革本部の調査チー

ムで競技会場の整備について見直しを図って行くと

のこと。折しも、ISO 規格の改正が我が会でも関心を

集めている昨今、ISO9001:2015 の経営者視点で今

後の都政の行方を見て行きたいものである。 
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https://www.youtube.com/watch?v=98gkaSt2HO0
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ISO9001:2015は社長の Whyから 
 
 

会員／小田 宗隆 

 

皆さんご存知のように昨年 ISO9001:2015 が発行さ

れました。今は、ISO9001の認証維持に責任を持って

いませんが、2013年までは企業で ISO9001の認証を

維持する立場におりましたので、この改定に関心があ

ります。ISO9001:2015 を読んで思ったことは、これは

企業には厳しいと言うことです。特に利益ばかりを追

って来た企業には、素直に受け入れることはできない

と思います。 
何故、このような改定になったのか、企業はどうす

れば良いのか、私見を述べさせて頂きます。 
 
１．よくある話 

ある会社の品質システム担当者が、社長に

ISO9001:2015の説明に行きました。何としても社長に

ISO9001に取り組んでもらう必要があると考えていまし

た。 

 担当者：社長、品質マネジメントの規格が昨年改定

されました。我が社も再来年までには、この規格で審

査を受けなければいけません。 

 社長：マネジメントと言えば、ドラッカーと相場は決ま

っている。 

 担当者：マネジメントでなく、マネジメントシステムで

すよ。アイソです。 

 社長：何？アイソ？紛らわしいな。 

 担当者：昨年改定された ISO9001:2015は、ビジネス

マネジメントの要求事項が加わり、経営者も監査され

ることになります。 

 社長：何？ISO に経営が分かるか！いい加減にし

ろ！ 

 担当者：社長、ISO9001 の認証を継続しておかない

と、ABC 電気に商品を納められなくなります。あそこ

は、ISO9001 を持っている会社からしか買いませんか

ら。 

 社長：そうか、磯君。ISO9001 を導入した時も、適当

にやってくれたじゃないか。今回も適当にやっておい

てくれ。私は、利益計画の見直しで忙しい。会社は、

利益、利益だよ。 

 担当者：しかし、社長。今回の改訂からは逃れられ

ませんよ。 

 社長：命令だ！ 

 担当者：ハイ、ハイ。品質マニュアルを書き換え、審

査前にエビデンスを用意しますので、審査の際は私

の言うとおりにして下さいよ。 

 

社長：分かった、分かった。やっぱり君に任せて良

かった。 
 

この会社は駄目ですが、このようなことが日本だけ

でなく世界中で起きていると思います。従来は、これ

でも何とかなったと思いますが、今回の改定では難し

いと考えます。認証を取得する為だけの活動に限界

が来たと言う認識です。駄目な企業は、ⅰ）自分を変

える、ⅱ）監査会社を抱きこむ、ⅲ）認証の継続をあき

らめる、の何れかの対応をとることになります。現状の

企業と審査会社の力関係では、多くの企業でⅱ）が

起きると想像します。 
本来、企業にとって、認証を継続することが目的で

は無い筈です。企業は、ISO9001 に適合する組織に
なることで、その時代に生き残れる能力を持てるよう
になることだと思います。 
          

        
 
２．何故 ISO9001を改定するのか？ 

 今回の改訂の狙いの一つは、ビジネスと品質マネジ

メントシステム（QMS）とを一体にすることだとされてい

ます。しかし、これは既に存在していたビジネスと

QMS の間の亀裂を、逆に大きくしてしまう致命的なこ

とになるのかもしれません。改定の趣旨を改定側の動

機の部分まで理解させないで、改定した規格要求事

項を使って組織を操作しようとしても、問題の解決に

はなりません。 

そもそも ISO9001 は、何故改定されたのでしょう

か？ISO9001:2015 とは、何でしょか？  
物事は、表面に現れるもの（What)を見ても良く分

かりません。その内側にある方法（How)、更にその内
側にある理由（Why)が何かを見定めることによって理
解出来るものです。ISO9001:2015 の場合、目に見え
るもの、つまり規格要求事項を見ていただけでは、良
く分かりません。規格の改定を検討した人達が、組織
に構築して欲しいと考えた QMS は何だったのか、更
には彼等が捉えた時代背景、この時代に繫栄できる
組織とは何だったのかに目を向ける必要がありそうで
す。 
 
 ISO9001 を 1994 年改定版から見て行きます。1994
年版は、購入者の期待・ニーズを反映した規格と理
解しています。この時代のマーケットは、今ほど複雑
では無く、顧客が求めるものを安くたくさん作ることが
企業の成功の鍵でした。 規格の改定者は、購入者の 
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期待 ・ ニーズを満足出来る企業であれば 、
Sustainableな組織だと考えたのだと思います。 
 2000 年版、2008 年版は、顧客満足を売りにした規
格でした。マーケットも複雑になり、企業には多様性
に対応することが求められました。市場をセグメントし、
その中で特定の顧客をターゲットとし、その顧客に狙
ってポジショニングすることが求められました。企業は、
適合品を供給する能力があることは当たり前で、この
時代に受け入れられる企業となる為には、顧客が誰
か分かっていて、その顧客の満足を得ることが必要だ
ったのだと理解します。 
 
 2015 年版はどうでしょうか？現代は、日々Social 
Networking Service (SNS) が発達し、グローバル化が
進んでいます。SNS により、誰もが情報の発信者にな
れるし、SNS により情報はあっと言う間に世界を駆け
巡ります。もはや企業は、嘘がつけなくなりました。嘘
をつこうものなら、直ぐに社会から排除されます。社会
は、会社、特に社長に誠実であることを求めます。ま
た、グローバル化がもたらしたものは、人々の不安で
す。グローバル化により世界的な経済危機、激しい競
争、そして格差の増大がもたらされました。グローバ
ル化により不安になった人々は、企業に安心を求め
ます。 

この時代、人々が企業に求める価値は、本物であ

ることと、安心させてくれることだと思います。これは、

企業に正直であること、透明であること、および一貫

性を求めるのだと私は理解します。規格は、この時代

に生き残れる企業には、社長が自らの意思で方針を

出し、組織にこれを浸透させ、社長自らが QMS をマ

ネジメントする組織を求めていると理解しています。 

 

３．ISO9001:2015は、社長のＷｈｙから始めよ 

 現代を生きる会社には、この時代が求める組織とは

何かを考え、自分達がそうなるよう努力することが求

められると思います。それを可能にするのは、社長が

考え抜いたビジョン、ミッション、価値だと考えます。こ

れらは社長が、社会の一員としての自社をどうとらえ

るか、何を社会に貢献するかを考えること、つまり社

長の Why から始まるものだと思います。社長の Why

から始まった会社、つまり、ビジョン、ミッション、価値

を持った会社は、色んなチャネルで社長の考えが外

に示され、透明性が高い会社と映ります。このような

企業の社員は、トップから担当者までが自分達が行

なう社会貢献とは何なのか、会社がこれからどこを目

指すのか分かっている筈です。これは、社内に結束

力を生むばかりで無く、組織としての一貫性を生み、

顧客からは信頼できる企業と映る筈です。 

 

４．おわりに 

企業に 30 年以上勤めてきました。ISO9001 とは 20

年間付き合って来ました。その間ずっと会社のビジネ 

 

スとは別物として ISO9001 は扱われて来たように思い

ます。ビジネスと ISO9001 の一体化を図ろうと色んな

ことを考え、試みてきましたが、 それ程上手く行きませ

んでした。私は、この ISO9001:2015 に期待していま

す。ここで書かせて頂いた様に、企業は規格の要求

事項からスタートするのではなく、この時代に求めら

れる企業とは何かを考えることからスタートすることが

出来れば、自ずと ISO9001:2015を満足出来る筈です。

このような企業が多く現れることを期待します。 

下に社長のWhy について本を紹介しておきます。 
 

＜本の紹介＞ 

サイモン・シネック著、栗木さつき訳『Whyから

始めよ！』日本経済新聞出版社、2012年 

Management System News第１８巻２号で紹介させ

て頂いた本です。この本の考えをここでも使わせて頂

きました。この考えは、これまでの私の考えを 180 度

変えてしまったものです。「Why から始めよ！」をかい

つまんで説明すれば、人は What（こと）から説明して

も聞いてくれない、Why（なぜ）からコミュニケーション

をとらないと駄目だ、ということです。 

これが凄いのは、単なるコミュニケーションのモデ

ルではく、生物学に由来するものだと言うことです。人

間である以上、逃れられないものなのです。 

人間の脳の中で最も新しく出来た部位は、新皮質

です。この部位は、脳の外側にあり What/How/Why

の What に相当します。新皮質は、合理的で分析的

な思考や言語と結びつきます。更に脳の中心の部位

は、大脳辺縁系です。これは、How/Why に相当しま

す。大脳辺縁系は、信頼とか忠誠心とかといった感情

の機能をつかさどります。行動や意思決定などの機

能をつかさどりますが、言葉をつかさどる能力はありま

せん。 

「この人は、いくら話してもわからない。」と言う場合

があります。それは、説明がその人の感情を動かすこ

とが出来なかったからです。最初に相手の感情に訴

えかけて、その後に言葉をつかさどる脳の部位に情

報を与えれば、感情による決定が合理的になります。

あなたの言うことを、素直に聞いてくれます。 

この「Why から始めよ！」の考え方は、学習する組

織の構築にも使えると考えています。ピーター・M・セ

ンゲは、「学習する組織」に必要なものは、ビジョン、

システム思考、メンタルモデルだと言っています。この

中で、メンタルモデルを変えることは、非常に難しいと

思います。人は、合理的な説明をすれば理解はする

が、それまでのメンタルモデルが邪魔をして、そのよう

には動いてくれないものです。先にメンタルモデルを

変えておかないと駄目です。ここに「Why から始め

よ！」が使えると思っています。 
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ことばから意図を理解する 
 
 

会員／石原 隆昌 

 

ことばから入るくせ 
 

西原理事長とは、企業に所属していた 1995年、熱

海の主任審査員研修コースで出会った。自主的に研

修生の手伝いをする方々の一人だったかと思う。正

規の研修とは別に直接質問でき、回答していただけ

るので助かった。西原先生には、「品質マニュアル」と

いう用語について、“Manual”は手で何かをすることに

関係して「手元に置いておく」の意味とのこと。しかし、

管理についての規定になぜこの語が使われるのか？

と西原先生に質問したところ、「決めたとおりに行うと

いう意味で経営陣であってもマニュアルに従う」との

回答。即、納得した記憶がある。 

ことばから入って解ろうとする当方のくせは、「ISO

規格は英文の方が理解しやすい」との三浦先生の言

によって、より強くなった。以下は、その後の20年近く

の審査員経験の中で、ISO の条項とその意図を、こと

ばの意味から理解しようとした結果の一部です。 
 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑが適切、妥当、有効 (1987 版) 
（これって何？：最初の疑問） 

 
原文は Suitability, adequacy, effectiveness： 

 ”Oxford Advanced Learner’s”で調べてみた。夫々、

ふさわしいこと、目的に対して質と量で充分、意図し

た結果が得られること、成程！用語（ことば）としては

長すぎるが、意味を理解すればよい。「漢字」から離

れてみようと考えた。 
 

有効性：ＩＳＯの定義（実感と合っている） 
 

2000 年版で定義が出た。「計画した活動が実現さ

れ、計画した結果が達成された範囲/程度」。何か違

和感をもったが、経営での判断だけでなく、普通行わ

れていることが判り、これは使えるなと改心。即ち「活

動と結果で判断する、まだら模様で（extent）で対象

を」。片方に偏って、不祥事を起こした又は衰退した

企業もある。また、この定義は、適合性だけでなく有

効性を監査できるという根拠の一つになったのではな

いか。 
 

Extent （範囲、程度を含む） 
 

「ものごとの広さ、重要さ、重大さ(Oxford)、範囲、

程度、限界(ジーニアス英和)」が辞書での記述。 

 

2015 年版の各所の「程度(extent)」を「範囲、程度

も含みます」と理解すると、運用で幅と深みがでると思

う。 
 

レビュー（日本語に出来なかった単語） 
 

見直し、審査、確認等の漢字が使われてきていた

が、一語では表せないのか、レビューになった。意味

は「必要ならば変更する意図を持った調査」(Oxford)。

2015 年版では、従来の対象：「製品要求事項、設計

開発、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、是正処置予防処置、変更」に、組織

の状況、利害関係者、顧客満足が追加。これは「自ら

の意思で判断する」という意味を汲み取れる。 
 

         
 

文書と記録（2000 年改訂前が判り易い） 
 

2000年版から概念が変わったが、改訂前の方が良

い。改訂前：文書(規定類 Before work)は管理対象、 

記録(After work)は保持対象(1994 版に詳細規定)。 
 

要求事項（受身から脱却) 
 

（出発点からの誤解：余計な負荷、ISOに使われる） 

最近は減ったが、「他から要求されたこと」と理解し、こ

こまで要求されては堪らない又はきちっと対応したい

等の過剰反応に至っていることが多い。意味は、自

身が必要とすること；何かをするのに必要なこと

(Oxford)。明示されているニーズ又は期待（明示の、

概して暗黙の又は義務の）、ISO 9000: 2015 3.6.4 の

注記 4）「～～又は、通常暗黙義務で、組織自身から

出されることがある」が追記されている。ISO の条項に

合わせる、解釈を他に依存する、指摘されないように

対応準備に労力を割く等、いわば ISO に使われる形

となってくる。本来の意味を理解すれば、「すべきこと

をして ISO の条項でチェック」というように、発想転換

できるのではないか。 
 

完全に整った状態 (integrity) 

（具体的にどんな状態？） 
 

2000 年版で出てきた。JIS 訳では、「完全に整った

状態」。審査時に 受審側では具体的にどんな状態

なのかを尋ねても、明瞭な答えは得られない。辞書で

は、正直さ、高潔、完全、無欠としているが、 実感とし 

 (8 ページにつづく） 
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ISO9001/14001 の 7.2を超えた 
人材育成について 

 

理事／藤原 登 （ASQ CQA） 

 

はじめに 
 

ISO 9001及び ISO 14001の 2015年規格が発行さ

れました。新規格では力量に関する記述は ISO14001

における順守評価に関する力量の記述以外は前の

規格とほぼ同じで、特別の変化は求めていません。 

従って組織は新規格の適用においては、教育・訓

練のプロセスを変更する必要性を考えることなく進ん

でいるでしょう。しかし、現段階での組織における教

育・訓練は、概して業務遂行に関する力（ISO で云う

「力量」）の向上が主であるように思えます。業務遂行

の力量は最低減の要求事項ですが、その他に幅広く

物事を考えることができる力、指導力を備えたマネジ

ャー、リーダーの育成プログラムも欲しいと考えます。 
 

その１ 業務遂行に必要な力（力量） 
 

「組織は人である」の実践を目指す場合のプログラ

ムを 7.2 項で推進するか、他のプログラムも併用推進

するかを組織として考えて頂きたいと思います。 

現在の多くの組織が 7.2 項で取り上げている教育

内容は、ISO 規格の文言に引きずられて、システム教

育や OJT 教育、資格取得などの業務遂行に必要な

内容が主流のようです。この場合、業務に必要な要

件（学歴、知識、経験、技能、資格ほか、OHSAS 

18001 が述べている素養、言語能力、識字力、リスク

等）を先に決め、その後に出来具合（力量）を評価し、

実行度の向上を育成するという２段階が望まれます。 

また、一般的に行われている OJT は、効果につい

ては良く考えないといけない面があります。それは

OJT が云わばマンツーマン教育的な側面を持つこと

で、指導者が悪いと実績は偏ります。悪弊も懸念す

べきです。そのためには指導者の力量を把握し、教

育責任者としての自覚を持たせる必要があります。こ

のことは組織の規模で考えないといけないでしょうが、

例えば、指導員制度とか、報酬的な援助も効果があ

るかと思います。この OJT 教育・訓練は、座学では得

ることができない技能の伝承に必要なことです（例え

ば、手仕上げによる作業、目視での検査、官能検査、

など）。嘗て、ロケット打ち上げの失敗や、造船現場で

の火災発生事故等は、現場の技能レベルに問題が

あったと言われました。 

AI（人工知能）が話題の昨今ですが、技能の伝承 

 

が AIに代わるとは考えられません（そうなったら、寂し

い限りです）。一方、現場の基本は作業標準です。こ

の繰り返し教育が疎かにされるとポカミス、ヒヤリハット

事故などが発生します。作業標準の定期的再教育は

殆どの組織で行われていないようです（一度実施した、

その後に大きな変化はないから再教育は不要、で

す）。しかし、不良は発生していますし、事故もありま

す。作業標準が適切であるか、業務遂行者の力が十

分であるかを真剣に追求すべきです。 
 

その２ マネジャー育成との両輪の必要 
 

業務遂行の力量を確保する必要性を述べましたが、

併せて大切なことは組織の方向性に沿って大局的に

物事を考え立案するマネジャーが必要です。そのた

めには、経営トップは、望む人材を明確にし、人材が

育っているかを自ら監視すべきです。 

一般に、社外教育（留学も含む）、社内教育（合宿

研修、e-learning、集合教育など）、資格取得などが

取られているようですが、マネジャー育成も階層を考

えて充実することが大切です。旧い言葉で恐縮です

が、やはり、知将・猛将の考えはあると考えます。 

また、教育を受講したマネジャー又はリーダーがそ

の結果を社内で発揮できる場を与えることが大切でし

ょう。良く言われることは、知識を得たものの社内又は

部門内で活かされていない、宝の持ち腐れがあるよう

です。（卑近な例として、前職で 5S 改善のセミナーを

担当した際に、某会社から毎年セミナー受講者が来

ました。さぞ職場がキレイになったかと思いきや、全く

変わっていませんでした。受講者が活躍できる環境

がその会社になかったのです）。 

経営者は、この度の規格改訂の目玉である「トップ

のリーダーシップ」で、人材育成を真剣に考えること

が期待されます。業績向上ための人材への投資が必

要ということでしょう。 
 

その３ 企業文化の育成 
 

企業文化の定義は種々あって一概には言い難い

が、「企業及びそれを構成する社員の間で、意識的

だけでなく、無意識的にも共有されている考え、行

動」であろうかと考えます。それは、社外からもその企

業の生き様としての認知を得るものと思います。 

約 30年以上前になりますが、トム・ピーターズとロバ

ート・ウオーターマン共著の「エクセレント・カンパニ

ー」で、企業文化育成過程の素晴らしさに感動しまし

た。大事なことは、職場ごとで企業文化を持つことだと

思います。素晴らしい職場は必ず伝播します。上は

経営者から下は現場のリーダーまでが、その実践者

として範を示すことです。不祥事が絶えない企業は、

企業文化が育っていない証明でしょう。 
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改訂規格 2015年版への移行―雑感 
 
  

会員／小林 克俊 

 

雑感その１―改訂規格の内容について 
 
1: 2015 年版は、昨年 2015 年 9 月 15 日に同時発

行されました。それを受け JIS 改正規格 JISQ9001/ 

14001: 2015も、昨年 2015年１１月２０日に同時発行さ

れました。改訂に携わった国内外の委員の各位に対

して敬意を表します。2012 年の NWIP 発行から WD、

CD、DIS、FDIS、IS発行と 36 ヶ月の長い道程でした。

今回の改訂の特徴は、HLS の共通化に伴う ISO/IEC 

Directives の中の Appendix 2 の附属書 SL に従った

改訂規格であり、①箇条タイトル、②箇条タイトルの順

番、③テキスト、④用語の定義、が共通化されました。

分野個別の要求事項は、共通テキストに整合し、箇

条、細箇条、定義、条文、段落、注記の順に追加され

ています。その為、大きな改訂と云われています。

9001/E版の規格は第 5改訂、14001は第 3改訂で構

造と中身も大きく変更になっています。国内外の情勢

の変化に、国際規格が追い着くのは難しいものも変

化に対応すべきMS規格になっています。その価値を

規格から読み取って頂きたいです。 
 

次に、JISQ9001:2015 の詳細に少し触れて置きま

す。 

●規格の適用範囲は変わらないが、9000:2015 

3.9.2 に規定された顧客満足の定義が、「顧客の要求

事項から、「期待」が満たされている程度に関する顧

客の受け止め方」に変わりました、「期待」とは「製品

及びサービス」を意識してのことです。 

●MS として、プロセスアプローチ及び PDCA サイク

ルに加え、「リスクに基づく考え方」が新規に規定され

ました。 

a) 組織の状況に応じた QMSを作る; 

4.1,4.2,4.3 を考慮して、自律的な QMSの計画・運 

営を明確な形で求めています。 

b) 事業プロセスへの統合; 

  5.1.1 一般、a)トップの QMS の説明責任、b)組織の

事業プロセスへの QMS要求事項の統合 

c) 品質パフォーマンスの評価要求の明確化; 

9.1.1、9.3.2c) QMSの運用状況（performance）と有

効性に関する事項の MR への input 

d) プロセスアプローチ採用の促進; 

4.4.1a)～h)の実施、及び 5.1.1一般 d)のプロセスア

プローチとリスクに基づく考え方の推進 

 

e) リスク及び機会への取組み; 

6.1.1 QMS計画時に 4.1 及び 4.2 を考慮し、a)～d)

項を実施すべくリスク及び機会を決定すること。 

f) 一層の顧客重視; 

 5.1.2顧客重視、9.1.2 顧客満足、10.1(改善)一般で 

 前述の定義から顧客のニーズと期待の受止めに付

いて確実に実践することを求めています。 

g) 組織の知識の明確化; (日本の提案)箇条 7.1.6で 

 組織の保有する製品及びサービスの技術的ノウハ

ウの取得「文書化した情報」、喪失から組織を保護

する、並びに、維持し発展させる事は事業継続の観

点で極めて重要です。 

h) ヒューマンエラーへの取り組み; (新規要求); 

 8.5.1 製造及びサービス提供の管理の g)で、ヒュー

マンエラーを防止する処置を実施することは特に重

要で、7.1.4 プロセスの運用に関する環境の人的要

因による環境と関連します。 

i) 文書類及び責任・権限に対する一層の柔軟性;  

 現行の文書・手順書、記録を「文書化した情報」へ 

統一し、文書化した情報の文書・手順書の維持

(maintain)及び記録の保持(retain)を要求。品質マニ

ュアル、6つの手順書及び管理責任者の任命要求も 
 

         
 

 無くなりました。4.4.2、7.5.1ｂ)及び 8.1 は、必要な程

度と前提を表記、組織の自律的な QMS の計画・運

用を求め、現行維持でも可ですが、上記の改訂項

目の見直しが必要です。 

J) サービス産業への配慮; 

 製品=>製品及びサービス、9000: 2015 では新たに

定義されていますので(3.7.6 製品、3.7.7 サービス、

3.7.5アウトプット)、JISQ9000: 2015を確認しておきた

いです。作業環境=>7.1.4 プロセスの運用に関する

環境、監視機器及び測定機器=>7.1.5 監視及び測

定のための資源、製品及びサービスの設計・開発

8.3=> ここでは、レビュー、検証、妥当性確認の要

求事項を簡素化されています。 
 

雑感その２―改訂規格の審査状況について 
 
ISO 規格の認証取得事業所数の推移では、国内

9001 のピーク時は 45,990 件/2005 年 5 月末、現在

では36,500件*/2016年8月末時と減少しています。 
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更に減少の傾向になるか否かは、改正規格 2015年

版移行に深く係ってきます。(*JAB/ｱｲｿｽ2016/6 月号) 

 
 
上記は認証取得数の推移を示しています。認証を

何らかの理由で止める傾向が有ります。組織の呟きを

耳にした話として、「審査費用対効果がなく、手間暇

が掛る。」真意の程は分析していないので分りません

が、品質コストには、評価コスト、予防コスト、損失コス

ト等の他のコストが掛かります。訴訟に至っては、回

収費、弁護士費、裁判費、その他の経費、時間当たり

の人件費が多発します。寧ろ精神的ダメージの方が

大きな損失とも言えます。 
 

また、下図は審査員の高齢化で減っている審査員

数の推移を示します。（図は JSA資料より引用） 
 

 
 
審査費用は安くは無いですが、審査費の無駄にな

らない様に思考しないと何を遣っても駄目になります。

昨今の不祥事では、VW、三菱、日本マクドナルド、タ

カダ等のリコール騒ぎは企業経営に深刻な影響を及

ぼしています。企業規模の大小を問わず影響は甚大

です。 

これらの問題は、ビジネスツールである国際品質保 

 

証規格(9001)からもルール違反です。是正処置の改

善を要求されますし、この点をハッキリとすべきと思い

ます。改訂規格 2015年版への移行は、3年間の移行

期間(2018年 9月 14日)の後は失効します。CBの手

続き上、その前までに済ませて頂きたいです。 

 

組織の対応には、個々に違いがありますが、確か

な移行計画に基づき経営者・管理責任者だけでなく

組織全体(TQM)で実施すべきです。移行対応に付い

ては、基本的に変更(規格では差分と云う)は何か、そ

の目的・意図は何か、それが組織にどの様な影響が

有るのか、組織主体的に見極める必要がある訳です。

今迄の9001: 2000年版移行-2008追補版移行では、

少し曖昧さが見られ、逐条審査になり途中から有効

性審査に変えて来ました。その結果として、今回の改

訂規格の意図を理解するのが、後々とても認証維持

に重要です。顧客である組織、認定機関、審査機関

CB、審査員及び関連機関の通達のみならず、行動

認識を共有すべきと強く思います。審査員にツケを廻

しがちです。またセクター規格対応組織には厳密に、

一般業種の組織にはその様ではない温度差も見えま

す。 

 

組織の対応に付いて私見で検討違いが有るかも

知れませんが、次のように分類して見ました。 
 

Ⅰ分類: 2000～9008 年版を良く咀嚼して、組織の

QMS に規格以上に役立てている組織; 基本的に

あるべき姿、従来から TQM を遣っていて世代交代

も上手く行っているので、特に対応には問題なし。

前述の新規追加事項を確認し、必要最小限で品

質マニュアル(必須の要求ではありませんが)は、項

目を並べ替え位で済みます。移行審査が再認証

時と同時であれば、工数上は経済的に済みます。

一説には、改訂規格は従来の日本 TQM(ベストプ

ラクテス)の再来で歴史は繰り返している旨に尽きま

す。私も同意見を持っています。 
 

Ⅱ分類:認証維持・更新を意図して取り組んでいる組

織; 対応には労苦が要ります。ISO/JISQ 規格書、

規格差分(比較)の理解に伴い、組織管理体制(QA

体系図)の差分(比較)を検討する必要が生じます。 

プロセスアプローチ(箇条 4.4.1a)～h))の採用の促

進として、必要なプロセスを決定し、プロセスを（in

と out を）明確にする必要が生じます。これには検

討にプロセスオーナー(責任者)などとの調整・手間

数が掛かります。規格の研修、9001/9000、参考書、

QMの見直し、必須の内部監査の実施とMR実施、

新規の規格要求事項を良く理解することが肝要で

す。                    (8 ページへつづく) 
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7 ページのつづき 

 

今後の規格と付き合う以上は、理解を十分にしておく

必要が有る訳です 2018年 9月 15日に失効する 6 ヶ

月前に移行の是非を決めることです。2000 年版に見

られた安易な移行準備は今回は慎むべきと思います。

後悔は先に立たない由です。 
 

Ⅲ分類: 認証の価値を見いだせずこの際、認証の中止

を考慮している組織; 何がトラウマになっているかコン

サルの知見から良く相談することが必要です。過去の

認証に問題が有ったか、請負の仕方が曖昧か、審査

料の負担か、現規格で4.1のアウトソースと7.4購買の

責任分担に曖昧さが気になっていました。新規格で

は、8.4 外部から提供されるプロセス、製品及びサー

ビスの管理で、少しは改善されると期待します。部品

購買、外注委託との品質保証責任の分担が単価に

逆比例になっているのを見直すべき。安かろう悪かろ

うは過去のこととして、究極は良くて安い製品及びサ

ービスを普遍とすべきと思います。規格の可能性を信

じたいと願います。 
 

Ⅳその他: 審査料の安い方に流れるのは収まりつつあ

るかと察しますが、審査の中身を問われることになり、

審査員の力量がより一層問われることになります。特

に 7.1.6 組織の知識、8.5.1g) ヒューマンエラーを防

止する、6.1 リスク及び機会への取り組みの管理は新

要員に期待します。 

                                       以 上 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
４ ページのつづき 

 

てピンとこない。しかし、船舶検査の世界では、｢船舶と

して操船を含めた総合的に１つの機能を持っている状

態を確認できたときに、“integrity”と判断する｣とのこと。

製品、プロセス、システムのどの場合でも、「総合的に目

的の機能を持っている状態/すがた」、言い換えれば、

「ほころびのない状態」といったところかもしれない。

2015 年版で、変更管理の条項が増えたが、”integrity”

を確保する具体的なことを要求していると理解すれば、

ガチガチにならない現実的な運用が出来るのではない 

か。その他、JIS 訳の「明確にする」、「状況」、「取り組む」、 

 
 

「（密接に）関連する」、「妥当」等で、原文では複数の用

語が使われている。原文にあたってみると、条項の意図

が判る。原文に立ち返り､｢権威とされる他の解釈を

尊重しながら自ら考える｣ことをお薦めしたい。 

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 

 

【臨時総会】 

♦下記の予定で「臨時総会」が開催されます。 

日 時： 11月26日(土)、18:00～ 

場 所：目黒区の「下目黒住区センター」 

議 題：本会の今後について自由討議 
 

【研究会活動】 

♦ 臨時総会と同日、同じ会場で、10:00～18:00 に「化学

物質管理者養成セミナー」が開催されます。 
 

 (IQAI 事務局／安岡 均) 
 

 
 

編集後記 
 

今回は、西原理事長が東京オリンピック並びに

小池新都知事の現在問題の豊洲移転に関する厳

しい意見を書かれた。私は昭和 39 年、初回の東京

オリンピックの時に大学を出て就職した。従って、次

回の 2020 年の東京オリンピックまで働かせていた

だこうかと思っている（息災でいられれば…）。 

 また、ベテラン 4 名（小田氏、石原氏、藤原氏、

小林氏）が、ISO2015 年改訂を書いた。これらにつ

いては、私は違う意見をもっている。相変わらず、

品質マネジメントシステムの有効性を審査のお客だ

け述べているが、私に言わせれば、そんなことは世

間の顧客は望んでいない。「それはメーカー側の勝

手でしょう。」顧客は皆様と同じく「私は良い製品を

安く手に入ればよいと思う」と言うに違いない。三浦

先生も ISO 審査の世界を無視され、メーカー側も

『品質保証』の業務を実践していればよいとされて

いたのではないか（と思う）。 

今後、ISOは益々敬遠される方向に進むのでは

ないかと危惧している。       （岩佐  允勝） 
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