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巻頭に寄せて 
 

IQAI／理事   西原 美津子 

CQA/CBA /CHA 
 
 

現下の日本社会の関心事と言えば、国会で明らか

にされた公文書の改竄･隠蔽などの行政の不正問

題、国外で見れば、北朝鮮の韓国への急接近で沸き

起こった北朝鮮とアメリカとの会談が果たして近い将

来、あり得るのか、などだろうか。しかし、広い視座で

高い関心を引き付けたのは、何と言っても世界的な理

論物理学者のスティーブン・ホーキング博士の死去の

衝撃ではなかったろうか。ニュースは、一斉に世界中

に流れただろうが、全身の筋肉が徐々に動かなくなる

筋委縮性側索硬化症と闘い続けてきた「車いすの天

才科学者」で知られているため、その歴史的な業績は

一段と強く脳裏に刻み込まれたことだろう。 

これまで数々の独創的な宇宙論を発表し続けてき

ているが、アインシュタインの一般相対性理論から、

宇宙と時間はビッグバンで始まりブラックホールで終

わる理論での「ブラックホールの特異点定理」や「ブラ

ックホールの蒸発理論」により、世界中に名を知られ

るようになった。2017年 6月の科学会議で「人類の未

来」について語っていたスピーチが紹介されていたの

を目にした。輝かしい人生をスタートさせた 20 歳の頃

に“余命 2 年”と宣告された天才が、76 年の生涯を生

き抜いた最後の 1 年有余の間に遺した言葉であるか

ら、『遺言』とも言えるものかもしれない。 

博士は気候変動や伝染病、人口増加のすべてが

地球上での我らの生存に大きな脅威をもたらすと予

測してきており、2016年 11月には、人類が今後 1,000

年以内に新たな惑星を見つける必要があると述べ、

人類が恒星間に「生き残る」種となるか、さもなければ

「絶滅する」怖れがある、との見解を改めて主張。2017

年 5月には、その予測を 100年にまで短縮していた。

「ほかの太陽系を探索すべきときが来ています。」

「人類が地球を離れる必要があると確信します。」

これを受け入れないでは、絶滅となるのか･･･。 
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―マネジメントシステム― 
 

ISO 規格群に組織は如何に向き合うのか？ 
 
 

ASQ CQA／藤原  登 

 

はじめに 

マネジメントシステムとして ISO の有効な運用に関

して、最近特に話題が増えています。機関誌 2016 年

10 月号の編集後記では、「今後 ISO は増々敬遠され

る方向に進むのではないかと危惧している」とあり、ま

た、2017 年 6 月に西原理事長が発刊された本のタイ

トルは「ISO:2015 登録価値を落とした ISO でどうやっ

て『市場価値』を保つのか？」も、そのことに関連する

疑問提起と云えます。 

また、さまざま産業界で、特に大企業において最

近不祥事が続いております。このニュースに、「ISO は

どうなっているのか？」と世間では云います。企業の

不祥事事故と ISOシステムとは違う次元のこと、とは云

われておりますが、トップのリーダシップが発揮できて

いない証拠であることは間違いない事実でしょう。 

一方、ISO 認証取得件数は JAB のホームページに

よれば、ISO9001 は 2006 年の 44,000 件がピークで、

2016 年は 34,000 件となっており、ISO14001 はピーク

が 2009 年の 22,000 件で、2016 年は 19,000 件のよう

です（件数は概略）。 

組織は ISO 規格に対しどのように向き合っていこう

としているのかを考えてみたいと思います。 

天井知らずに増える ISO 規格 
 

ISO 規格をマネジメントの仕組みとして有効に活用

している組織が殆どであることは間違いのないと思い

たいです。ただ、天井知らずのように増える新規格に

辟易し、将来に不安感があるのも事実です。良く知ら

れている規格に、 ISO27001（情報セキュリテイ）、

ISO22000（食品安全）、ISO45001（労働安全衛生）、

ISO13485 （ 医療機器 ・対外診断用医薬品 ） 、

IATF16469（自動車産業）、AS9000（航空宇宙産業）、

ISO39001 （道路交通安全）等々あり、最近では

JIS9091:2016（品質マネジメントシステム―プラスチッ

ク再生材料―事業プロセスパフォーマンスに関する

指針）が出ました。また、化学物質アセスメントなどの

化学物質に関する規制・法律も登場しております。 
組織は従来の ISO9001 や ISO14001 に加えて、こ 

 

れらの規格に対応することが求められてきます。審査

費用も増えますが、その前にコンサルテイングを受け

ることも必要となるでしょう。「やってられない」の気持

ちが生まれ、認証取得が顧客の強制要求でない限り

は辞退となる傾向となり、2015 改訂も敬遠でした。 
 

総合的なシステムの要求 
 

そのような状況下、多くの組織は種々の規格に効

率的に取り組みたいと真面目に考えています。それ

は組織の足腰を強くするために必要であると考えて

いるからです。例えば、ISO9001 及び ISO14001 及び

ISO45001 及び JISQ 9091 を統合した形で手軽に運

用したいとの思いです。 

更に大きな課題は、既に 20 年以上も ISO を実施し

た結果で習熟したシステムの存在を自負しているにも

拘わらず、延々と毎年審査を受けることへの疑問があ

ります。ある審査機関は、「今年も指摘はありません。

良く運用できていて結構です。」が多くの審査結果の

ようです。しかし、経営者は「もっと組織を良くしたい、

そのための経営改善へのアドバイスが欲しい」と思っ

ているように思われます。 

 

 
 

総合的な評価の一つの事例 

ご承知のように、環境活動に関しては、ISO14001

ではない第三者認証があります。KES、エコアクション、

エコステージです。前二者は主に環境活動の成果の

評価ですが、最後のものはマネジメントシステムで、

ISO14001規格要求の簡易版です。この特徴は５段階

のステージがあることで、ステージが上がるにつれて

ISO14001 の規格要求の他に、ISO9001、ISO 45001、

更には情報セキュリテイ、化学物質管理などの要素

が含まれることです。また、評価員は要求事項の審査

は勿論ですが、改善に向けてのコンサルティングを積

極的に行うことができ、一面では経営コンサルング的

とも云えます。（3 ページの下につづく） 
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製造業の不祥事に思う 
 

会 員／大阪分科会 

森  厚夫 

 
 

昨今、日産自動車や SUBARU の検査無資格者に

よる車の完成検査の実施、神戸製鋼所や三菱マテリ

アルでの検査データの改竄、川崎重工の新幹線車

両台車の製造ミスなどが世間を賑わせている。 

戦後“安かろう。悪かろう。”で鳴らした日本製品が、

永い年月をかけてやっとその汚名を払拭して、日本

製品は世界的に良品質の代名詞になっている現在、

何かの間違いであってくれと思うのは自分だけはない

だろう。 

 

そんな矢先、続いてＵ社でのポリエチレン製品の

検査データの使い回しや改竄が報じられ、またかと唖

然とさせられた。その概要は、電線や通信ケーブルを

覆うポリエチレン製品について、顧客から 75 項目の

検査を要求されていたが、そのうちの 16 項目につい

ては試験も分析もしていなかったとか。それを隠すた

めに顧客に提出する「検査成績書」には過去のデー

タを使い回ししたり、修正して記入し、顧客に提出し

ていたと報じられていた。これが真実とすれば、顧客

を何と思っているのか、これまで散々欺いていたとは、

何とも呆れた話である。 

 

これら不祥事の原因はそれぞれ異なるが、いずれ 

も“顧客不在の行為”であり、中でも改竄した検査デ

ータを顧客に提出するとは信じられないことである。

企業によってはそれらの行為を数十年も続けていた

とは、組織ぐるみの犯罪と言われても過言ではないだ

ろう。また、これらの行為は個人ではできるものではな

いと思う。個人として相手を裏切る行為を行う可能性

は少なく、大企業という大船に乗った驕りが顧客を無

視したこのような行為に走らせたのではなかろうかと

思っている。 

 

再発防止をどのように行うかが当該企業にとって大

事であることは言うまでもないが、顧客重視の企業風

土に変えるのは数十年を要するもので、どのように従

業員の意識を変えていくかが、当該企業にとって鍵

であると思う。顧客不在の企業体質は、世代が変わる

まで徹底的に取り組み、常態化しないと企業ファース

トの病原が永遠に企業内に受け継がれるもので、レッ 

 

テルを剥がせないと思っている。 

 

ある企業でのミスの原因は、“検査体制の不備だっ

た。”とある幹部の談話が新聞で報道されていた。発

言の真意は判らないが、“検査で品質を確保する”考

え方は、半世紀以上前でも通じなかったろうと思うほ

ど、お粗末な発言内容である。外注した部品の曲げ

が技術不足のため不適切で、そのため社内製造工

程で溶接後に削り込まなければ部品を台車に安定し

た溶接組み付けができなかったようである。設計段階

で、製造工程能力を含めた検討が不十分で設計自

体に問題があったのではないのか、外注管理体制に

問題はなかったのか、など検討されているのだろう

か。 

 

この場合、根本原因は試作段階での製造工程能

力の評価・検討、製造部門とのコミュニケーション不

足が問題と思われる。原因をあまり掘り下げず、とかく

目先の容易な対策に走り易い傾向がみられるが、再

発防止を徹底するために、原因を徹底的に掘り下げ

て欲しいものである。 

 

“喉元過ぎれば、熱さを忘れる。”ようなことにならな

いことを祈るばかりである。 

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

 
２ページのつづき 

 
評価委員会は主として大学教授、環境又は品質管

理の活動機関関係者で構成され、巾広く適正な評価

で組織に有益なコメントを発しているのが特徴です。

組織にとって、種々の規格を総合的に評価してくれる

格好の仕組みのようです。しかし、この仕組みは、悲

しいことに世間での認知度が上がらないことです。こ

のことは、組織が国際規格である ISO から逃れ難い

現実を物語っているとも言えます。 
 

今後の ISO 取り組みへの私見 

前職では、1993 年に ISO9002 を取得し、物造りの

マネジメント体制が社内にできたこと、輸出品につい

ての外部機関からの監査が無くなったことに ISOの有

難みを覚えたものでした。しかし、現在のような屋上

屋を重ねる ISO群に面した時、継続に躊躇しそうです。

“マネジメントの仕組みは十分にある”との自信に立っ

て、認証を忌避して複数の ISO を効率よく運用するこ

とを求めていくことになろうと思います。顧客満足を考

えた認証の仕組みに期待したいものです。(了) 
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ロシアで感じた文化交流の片想い 
 

会 員／大阪分科会 

水本 光春 

 

2017 年 5 月 12 日（金）から 20 日（土）の間、プロの

写真家を団長に、日本人通訳、そしてアマチュアの

写真仲間の計 14 名で『 ≪ロシア  サンクトペテルブ

ルク と モスクワ≫ 国際交流写真展と撮影の旅 』に

参加してきた。関西国際空港を飛び立ちヘルシンキ

を経由してサンクトペテルブルクに入りそこで 5 泊、そ

の後ロシア版新幹線でモスクワに移動し 2 泊、往路・

帰路の機内泊を含め全 9 日間という旅程である。 

 

最大の目的である国際交流写真展は、サンクトペ

テルブルクにある国立アカデミー・ロシア文学研究所

「プーシキン・ドーム」において 2017 年 5 月 15 日～8

月 11 日の間開催されるもので、そこに展示する写真

（出展者 39 名分の作品）をツアー参加者が分担して

現地まで持参した。現地では、プーシキン・ドームの

職員とともに、日ロ合同で会場の設営と作品の展示を

行った。 

写真展のタイトルは「写真で見る日本文学の世界」

であり、二つの内容で構成されている。テーマ毎に二

つの展示室を使用して展示された。ひとつは日本文

学に縁のある京都をはじめとする名所・旧跡などを紹

介する作品である。例えば、紫式部作の「源氏物語」

は宇治川辺りの風景、三島由紀夫作の「金閣寺」は

雪景色の金閣寺といったように。私は、芥川竜之介作

の「羅生門」に縁の「羅城門」（十分の一のサイズで復

元され京都駅前に設置されている）と、現代の京都の

シンボル「京都タワー」を組み合わせローアングルで

撮影した作品を持参した。 

 

もうひとつは、生きた京人形とも言われている舞妓

に代表される京都五花街（上七軒、祇園甲部、祇園

東、先斗町、宮川町）の文化を紹介するもので、こち

らはプロの写真家溝縁ひろし先生の作品で構成され

ている。祇園・白川辺りは、歌人吉井勇と縁の深い処

でもある。 

 

サンクトペテルブルクに入って 3 日目（5 月 15 日）

に、プーシキン・ドームにおいて私達ツアーメンバー

も全員参列してオープニングセレモニーが開催され

た。 現地の日本総領事館からは総領事も参加してく 

 

ださった。挨拶では一節毎にロシア語と日本語で交

互にスピーチされたが、その自然な語りについ耳を傾

けてしまう程であった。 

 

セレモニー後オープニングパーティが始まり、式典

に参加された地元市民の方々も多く参加された。この

パーティ用に日本から男性陣は紙パックの日本酒、

女性陣は日本的なおつまみ類（わさび味など）をそれ

ぞれ分担して持参し、日本の酒文化の一端をお披露

目した。持参したこれらはロシアの市民の方々が接す

る機会はあまりないこともあってのことなのか、とても好

評ですっかり無くなってしまった。ワインはたくさん残

っていたのと比べ、とても印象的であった。 

 

 

 

ロシアの方々とは主に通訳を介しての交流ではあ

ったが、パーティは予想以上に盛り上がりを見せた。

会場の雰囲気に飲まれ興奮気味の年配のロシア女

性から私も直接声を掛けられたが、如何せんロシア語

は学生時代に第二外国語で少しかじった程度だった

ので、思うように会話ができなかったことが返す返す

残念である。彼女の日本の文化に寄せる熱い思いを

感じる事はできたが。 

 

パーティの締めとして「カチューシャ」を歌うことにな

り、最初は日本人が日本語で、次にロシアの皆さんが

ロシア語で、そして最後は日本語とロシア語で同時に

歌い、交流は最高潮に達した。オープニングセレモニ 

(次ページへつづく ) 
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ーとパーティの様子を取材に来ていた地元テレビ局

のスタッフも驚いていたとのことである。 

 

この写真展は地元で話題を呼び、当初予定の 8 月

11日までの会期が 9月末まで延長されたというメール

が秋口に届いた。なお、写真展の展示作品は、すべ

てプーシキン・ドームに寄贈した。プーシキン・ドーム

での開催後、1 年後位にモスクワでも開催される計画

になっているが、この原稿執筆段階では、具体的なス

ケジュールはまだ決まっていないとのこと。 

 

サンクトペテルブルクでは現地のプロのロシア人写

真家（3 人）との交流会と合同撮影会（バレエ学校の

生徒達をモデルにした撮影会、他）も行った。写真に

対する想いは日本人・ロシア人ともに相通じるものが

あることを交流を通じて理解する貴重な機会になった。

そして、「マリンスキー劇場」ではバレエを鑑賞した。

日本国内ではバレエを鑑賞したこともない私が、初め

てまじかで鑑賞したのがその本場であった。舞台の

素晴らしさは、改めて記すまでもない。 

 

サンクトペテルブルクとモスクワでは有名な市街地

や郊外の名所・旧跡、例えば「エカテリーナ宮殿」「赤

の広場」などをはじめ各所を訪ねたが、その詳細は省

くことにする。ひと言だけ、「エルミタージュ美術館」で

は鑑賞する時間がスケジュール上の事情で 2 時間程

度しか確保できなかったため、膨大な展示品のさわり

だけしか観ることができず消化不良のままとなった。

名品をじっくり鑑賞するには一日費やす位のゆとりを

確保しておく方が良いであろう。 

 

モスクワの「ロシア国立東洋美術館」について触れ

ておきたい。今回の写真展をモスクワでも開催する予

定の会場である。東洋美術館というイメージよりイラン

やイラクなどを含めたアジア全域の美術品を展示して

いる。日本に関するものは、同館 3 回にある「Art of 

Japan」の部屋に展示されている。ただ、展示品の内

容、展示の方法を見て、私は少なからず違和感を覚

えた。これで日本の文化の本質・素晴らしさがロシア

市民にどこまで伝わるのだろうかと。例えば、日本刀

を展示する場合、日本では刀掛台を用いて水平に置

いている。それが日本刀の魅力・美しさを鑑賞する上

で最も効果的だからである。しかし、同館ではサーベ

ルと同じように扱われ、壁に斜めに吊るしている。この

ような事例がいくつも見られた。 

 

日本の文化を正しく理解してもらうために、もっと日

本から支援していくことが必要なのではないか。 欧米 

 

 

各国との文化交流と比べ消極的なイメージを強く感じ

た次第である。昨年、安倍首相とプーチン大統領との

会談で、2018 年を「日露文化交流年」（日本における

ロシア年）（ロシアにおける日本年）にすることが合意

されている。このプロジェクト自体は歓迎すべきことで

あるが、見方を変えれば、それだけ両国間の文化交

流が低迷していることを物語っているとも言えるので

はないか。 

 

モスクワの「アルハンゲリスキー大聖堂」だったと思

うが、そこでショッキングなことに出会った。大聖堂を

紹介するパンフレットが入口辺りに置かれていたので

近づいて見ると、各国語のパンフレット、ロシア語はも

とより英語、中国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、

ハングル語等々各国のものが置かれていたが、いくら

探しても日本語のそれは無かった。置き場所の状況

から品切れでは無く、もともと作成されていないことが

分かった。要するに、ロシアを訪ねる日本人がいかに

少ないかを物語っている。 

 

今回の旅行全体を総括し次のことへの想いを強く

した。それは日ロ間の文化交流の低調さである。現地

での様々な交流の機会を通じてロシアの市民の方々

は、日本の文化に対して高い関心、というよりも憧憬

の念を持たれていることがひしひしと伝わってきた。 

その一方で、私たち日本人はどこまでロシアの文

化に対して関心を持っているであろうか。歴史的、政

治的な面の影響を強く意識し過ぎているせいかもし

れないが、欧米諸国の文化に対するような関心や前

向きの認識を持っている様子はあまり見かけられない

ように思う。日本のテレビでは海外の市民の方々を招

いたり、現地の市民の方々を訪ねたりするいろいろな

番組が放送されている。その中には私も興味を持っ

ている番組もある。しかし、ロシアに関することを取上

げている番組は、私が知る限りほとんど見かけない。 

 

国と国との相互理解は、市民レベルの相互理解無

くしては成り立たない。その出発点は両国の文化交

流から入っていくのが自然の流れと言える。A 国の市

民は B 国の文化に憧憬の念を持っているのに、B 国

の市民はA国のそれにあまり関心を持とうともしない。

いわば片想い状態であり、これでは相互理解はなか

なか進まないであろう。 

 

複雑な政治的課題を解決するためにも、相互の文

化交流をより一層深めていかねばならない。今回のロ

シア旅行は、文化交流が意味することを学ぶ貴重な

機会でもあった。(了) 
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カーリング観戦で特採を思い出す 
 

会 員／東京分科会 

石原 隆昌 

 
 

膨らむことば 
 

数、分数、少数しか知らなかった小学生、中学校か

らの「数学」で、「数」が、正数、負数、整数、有理数、

無理数までに増えたことは、新鮮な驚きだった。以来、

「ことばとしては同じでも、元の意味を保ちながら膨ら

んでいく」ことに、興味を持ち続けている。 

 

カーリングで使われた「コンシード(Concede)」 
 

2018年2月の冬季オリンピックで女子カーリングが

銅メダルを獲得した。混戦の中、最後に英国に競い

勝った過程は、色々な点で印象深い。「審判がいな

い」ことと「コンシード」（点差がついた時に負けを認め

て相手に握手を求めること）ということばを知ったこと。 

調べると、“Concede”の原義は、（相手の正しさや

事実、自分の敗北を）「渋々認める」、派生して（相手

の正しさや言い分を認めて）「譲歩する」。大統領選

開票の途中で負けを認めて相手に祝福の電話する

のも“Concede”と言うそうだ。観戦中にも、そんな雰囲

気が伝わっていた。敗者の潔さ、そしてミスを引きずら

ない、あまり結果にこだわらないような雰囲気も好まし

かった。将棋の「投了」もこれに近い感じがする。 

 

「特採」は「コンセッション(Concession)」 
 

三十数年前になるが、品質保証（金属材料）の駆

け出しでクレーム処理も担当した頃、「特採＝特別採

用」ということばを知った。責任者になってから、品証

体制を見直す際に、その意味を考えた。 

”Concession”が「特採」の原文で、原義は「（渋々）

認めること」＝「譲歩」。注）その動詞形が“Concede”、

誰が譲歩するのか？筋からいえば、発注者であって

製造販売側（出荷判断者）ではない。 

一回「特採」で出荷すると、次に起こった時にこれ

が基準になってしまう恐れがあったので、「この回限り

の判断＝前例踏襲厳禁」を周知したが、徹底には、

繰返しの周知と確認が必要だった。「譲歩のぬし・・・」

に関しては、解かってはいるが、確実に実行したかど

うかを問われると、辛いものがある。 

昨今の大企業での不祥事と言われる諸問題に関し 

 

て、マスコミ等で言われる「特採＝悪」、「日本の製造

業の劣化」、「ISO 規格での認証の無力感」等につい

て、果たしてそうなのか？について、種々の意見が出

されているが、根本原因は深い所にありそうだ。ここで

は、ことばの意味という面のみから考えてみた。 

 

ISO 9001 での審査を始めて、「特採はその回限り」

と「発注側決定」は、規格には書いていないけれど

も、”Concession”の原義からは読み取れるので、その

ように審査してきた。曖昧な理解、誤解又は「解かっ

てはいるけど・・・」の場面はあったのは事実である。 

ISO9001 の原点（三浦氏見解）MIL-Q-9858A 6. 5

では、Nonconforming Materials：“The acceptance of 

nonconforming supplies is a prerogative of and shall 

be as prescribed by the Government and may involve 

a monetary adjustment.” 不適合品の受入は政府の

特権であり、その指示によるべきで、金額的な調整

（落し処）を含み得る。 

 

カーリングでの“Concede” と  

「特採」の“Concession”は同根 
 

「渋々認める」①という原義が、大統領選とかスポー

ツの勝負において「敗北という事実を認めて相手を祝

福し敬意を表す」②という行動に、「事実を認めて譲

歩=特採」③という判断に、（権利・権力を渋々）譲る④

場合にでてくる。名詞としては、特権⑤（学生割引、

球場内〇〇販売権等）の使い方もあるという。 

“Concede” / “Concession”が日本語で理解する 5

つの意味を持つというよりも、原義が持つ意味が、

色々使われるようになって、「ことばが、原義を持ちな

がら、膨らんできた」と考える。 
 

“Concession”は「特採」よりも「譲歩」 

そして、「買手の役割」 
 

売手と買手の間で使われる“Concession”の意味は、

（決定者が曖昧となってしまった）「特採」よりも、その

原義からは、（買手の）「譲歩」。 

MIL-Q-9858A での規定を援用すれば、発注側が

基準外れの品質をお金と納期を考えながら、総合的

に渋々認めるのが“Concession”の意味となる。認め

る側の技術的知見と度量が求められることになる。前

者は、深くリスクを見通せる知識と判断力で、後者は、

買手（自社又は自己）を守るだけでなく、売手にも敬

意を持ち、世の中全体としてのお金等の損失を防ぐ

ことを、総合的に配慮できる力ではなかろうか。 

“Concede”が意味する（相手の正しさや事実、自分

の敗北を）「渋々認める」、派生して（相手の正しさ 

（8 ページにつづく） 
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国際金融公社（IFC）の 
環境・社会管理基準 

 

会 員／東京分科会 

近藤  信也 
 

はじめに 

筆者は石油・ガス開発プロジェクトにおける Health, 

Safety, Security, Environment and Social (健康・安

全・治安・環境・社会 – 通称 HSSE & Social）リスク管

理に長く関わってきた。多額の資金が必要となる大型

開発プロジェクトにおいて、プロジェクトファイナンスは

必要不可欠なテーマであるが、そこで広く採用されて

いる環境・社会管理基準をご紹介したい。 
 

IFC の環境・社会管理基準 
 

大型開発プロジェクトにおけるプロジェクトファイナ

ンスでは、多くの場合、世界銀行グループの国際金

融公社（IFC）の環境・社会管理基準が採用される。 

IFC の環境・社会管理基準は、主に以下の規格群に

よって構成されている。 
 
A. IFC Performance Standard on Environmental 

and Social Sustainability 2012 (環境と社会の

持続可能性に関するパフォーマンススタンダー

ド 2012 年) 

* 以下、IFC PS と記す 

B. IFC Environmental, Health and Safety 

Guidelines（環境、健康、安全に関するガイドラ

イン） 

* 以下、EHS Guidelines と記す 

 
IFC PS は管理項目ごとに 8 冊の分冊になっており、

それぞれ PS1…PS8 と略される。以下にタイトルを記

す。 

PS1: Assessment and Management of 

     Environmental and Social Risks and Impacts  

PS2: Labor and Working Conditions  

PS3: Resource Efficiency and Pollution Prevention 

PS4: Community Health, Safety, and Security 

PS5: Land Acquisition and Involuntary 

      Resettlement 

PS6: Biodiversity Conservation and Sustainable 

     Management of Living Natural Resources 

PS7: Indigenous Peoples 

PS8: Cultural Heritage 

 

PS1 が環境・社会影響評価およびマネジメントシス

テムに関する要求事項で、PS2-PS8 は対象項目毎の

要求事項である。 いずれも専門的かつ具体的な要

求事項を記載しており、結構ヘビーな代物だ。 IFC

では、それぞれの PSに、さらに Guidance Note という

公式解説書も発行しており、詳細なレベルでの理解

を求めている。 プロジェクト組織側でも専任チームを

置き、さらに外部の専門コンサルタントを利用する場

合が多い。 おおざっぱだが、PS全体の6割が社会リ

スク、4 割が環境リスクというのが筆者の実感である。 

社会リスクには、住民およびプロジェクト労働者の安

全・健康・治安リスクも含まれる。 

 

EHS Guidelines は IFC PS の下位文書で、環境、

健康、安全、治安の具体的な技術指針を与えている。 

共通となる General Guidelines と、開発対象ごとの

Industry Sector Guidelines で構成されている。 

 

  01. General (1 category) 

  02. Agribusiness/Food Production (13 categories) 

  03. Chemicals (11 categories) 

  04. Forestry (4 categories) 

  05. General Manufacturing (12 categories) 

  06. Infrastructure (14 categories) 

  07. Mining (1 category) 

  08. Oil and Gas (3 categories) 

  09. Power (4 categories) 
 

合計 63 個の文書となる。発行年も、文書によって異
なる。使い方として、開発対象に該当する category と、
General をセットで参照する。 例えば、08 Oil & Gas
では、 

 

08-1 LNG 2017 

08-2 Offshore Oil and Gas Development 2015 

08-3 Onshore Oil and Gas Development 2007 

 

これを General 2007 と組み合わせる。PS に比較し

て EHS Guidelines は比較的理解しやすい記述が

多い。 
 

他の金融機関との関連 
 

IFC PS（および下位の EHS Guidelines）は、IFC が

直接かかわるプロジェクトにとどまらず、他の多くの金

融機関によって採用されている。 以下に、その例を

示す。 

１． 世界銀行に類する国際開発金融機関 

- アジア開発銀行（ADB） 

- 欧州復興開発銀行（EBRD） 
(8 ページにつづく) 
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言い分を認めて）「譲歩する」という考えと行動は、製品

仕様を決める時に、発揮されるべきことと思うが、現実に

は、力関係その他の理由で、売手が主張をためらうとい

う現実を少なからず見てきている。 

昨今の不祥事と言われる諸問題の根本原因の一端

は、この辺りから解していけば、見つかるかも知れない。 
 
7 ページのつづき 

 

- アフリカ開発銀行（AfDB） 

- 米州開発銀行（IDB） 

２．政府系金融機関、投資機関 

- 国際協力銀行（JBIC） 

- 日本貿易保険（NEXI） 

- 金属鉱物資源機構（JOGMEC） など 

３．赤道原則*に加盟する民間金融機関 

- みずほ銀行 

- 三菱東京 UFJ 銀行 

- 三井住友銀行 

- 三井住友信託銀行 

- 他世界各国のメガバンク 

* Equator Principle：世界のメガバンクによるプロ

ジェクト融資での環境社会配慮スキーム 

 

一般に、上記機関が関わる 1000万ドル以上（約 10億

円以上）のプロジェクトファイナンスにおいて IFC PS が

採用されている。 大型の開発プロジェクトでは、避けて

とおれない関門と言っても過言ではないかもしれない。 
 

プロジェクトでの課題 
 

開発プロジェクト組織内でも、IFC PS についての知

識・理解にはばらつきがある。 要求事項の多くは、実

際のプロジェクト活動（例えば用地の選択、周辺住民へ

の配慮、施設設計での配慮、工事計画および実施での

配慮など）と密接にかかわるが、事前の十分な検討が不

足するケースも多い。施設設計を例にとれば、設計終了

後に IFC PS 上の配慮不足が判明し、設計変更を余儀

なくされると、大きなロスが発生する。 

IFC PS 適合プロセスの最初にくる環境・社会影響評

価（Environmental and Social Impact Assessment）だけ 

 

でも、ベースライン調査を含め、数年かけるのが通常で

あるが、この結果はプロジェクト基本計画のインプットの

一つとなる。 

むすび 
 

大型開発プロジェクトに従事された方々には既知の

内容であったかと思うが、今後関わっていくかもしれな

い方々の参考になれば幸いである。IFC PS および関連

情報は、IFCのHP等で自由に入手できる。みずほ銀行

も HP で日本語版を公開しているので参照願いたい。 

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 
 

【年次総会の開催】 

♦下記の予定で2018年度の「年次総会」を開催します。 

日 時：４月14日(土) 13:00―15:00 

場 所：目黒区 「下目黒住区センター」 第1会議室 
 

 (IQAI 事務局／安岡 均) 
 
 
 
 

 

 

編集後記 
 

西原理事長は、ホーキング博士の功績について

述べられ、暗い話題が多い昨今、人類の進歩に貢

献した人に対しては、大きく取り上げるべきとのお

気持ちの表れかと思う。藤原理事からは、ISO の種

類が増える一方、ISO 取得側の戸惑いについて述

べており、納得された方も多いかと思う。森会員の

企業の不祥事については、経営陣が戦略なく現場

の頑張りに頼り、工場が孤立していったことを思い

浮かべる方もおられるであろう。水本会員のロシア

との文化交流は、明るい気持ちにさせて頂いた。国

同士が反目し合っていても、個人同士の付き合いと

なれば、そこには壁はない。石原会員からは、旬の

カーリングを例にとり、言葉の元の意味を掘り下げ

た解釈が膨らむ記事を頂いた。政府は、文書の「書

き換え」と言う言葉を使用しているが、海外では、

「改ざん」という英単語が最初から充てられていると

聞いた。最後の近藤会員は、海外で大きなプロジェ

クトに携わる方には、貴重な経験と情報であり、活

用される方が多いことを大いに願う。（安岡  均） 
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