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テクノファ・ウェブ講座（１6） 

 

 

｢ISO9000 における supporting technology 規格｣ 
 
 

 

（テクノファ NEWS 第 65 号から抜粋。「第 12 回テクノファ年次フォーラム」2005 年 11 月 17 日収録） 

 
 第 12 回テクノファ年次フォーラムにおいて、ISOTC176/SC3 日本代表エキスパート・筑波大

学大学院山田 秀助教授より表記ご講演をいただいた。その中から｢SC3 による支援技術規格及び

最新動向｣について要旨をまとめた。 

 

 

ISO9000 の supporting technology(以下、支援

技術)規格について説明したい。内容は TC176 組

織と SC3 の役割、発行済の支援技術規格、検討

開発中の支援技術規格、10001～3 シリーズ概要、

最後に SC3 の今後への考え方にふれたいと思う。 

 

１．ISO/TC176 の組織と SC3 の役割  

TC176 は 3 つの SC から構成される。SC1 は

ISO9000:2000－基本と用語、リーダーは棟近早

大教授で穏便な雰囲気である。SC2 はメイン、

ISO9001、ISO9004 に関わる。リーダーは飯塚

東大教授で TC176 全体の委員長も兼務される。

2000 年改訂は SC2 中心で行われた。SC3(リーダ

ー:山田)は微妙で何をもって支援技術と言うか定まった定義はない。そのためテーマのひっぱり

あいではかなり曖昧になる。ISO9000、ISO14000 の中核を補助…という位置付けになろうか。 
 

２．発行済み規格  

以下の規格が発行された。 

ISO10002:2004 品質マネジメント－顧客満足－組織における苦情対応の指針。一般の苦情、例

えば某組織の宣伝の仕方とか社会投資の仕方がおかしいといった類は基本的に対象としない。理

由は TC176 が取扱う QM 規格範囲が｢組織･顧客･製品｣だからである。その範囲の苦情を組織内

でどう対応するか。当初 COPOLCO（消費者政策委員会）は広い範囲を望んだようだが、TC176
は quality のコアに限定した。 
ISO10005:2005 品質マネジメントシステム－品質計画書の指針。 
ISO10019:2005 QMS コンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための指針。 
ISO10015:1999 品質マネジメントシステム－教育訓訓練の指針。定期見直中である。日本は取
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下げを主張しているが、世界の動きは不透明である。 

 

３．検討中の支援技術規格など 

 以下の(1)～(6)はパナマ会議で議論(進行中)された内容である。最終的には投票で決まるが、(1)
～(3)は 99%確実に発行されよう。(4)日本は反対だが 8 割方発行されると思う。(5)｢ピープル｣を

対象にした規格でまだ見えないところがある。(6)TC207 との共同作業、SC3 が希望しているが

読みきれない。将来に関わることなので紹介しておきたい。 
(1)Working Item 10014:品質マネジメント－財務と経済上の利得実現の指針 お断りしておくが私

の訳である。タイトルを見る限りでは魅力的と言えるだろう。パナマ会議で FDIS 投票実施が決

議された。投票では通ってしまうだろうと私は踏んでいる。 
先ず中身を紹介する。｢どうすれば QMS で財務･経済上の利得が得られるか｣を意図して、種々

の方法を紹介している。DIS 段階のもので見る限り通常の規格構成である。用語定義に｢苦情対

応｣が入り、4 章 financial and economic benefits までで 1 頁程度である。5 章 The use of quality 
management principles、以降が方法論のリストになっている。経済上の利得を実現するにはど

うするか、‘Customer focus process ’にせよ、その時には‘Quality function deployment(品質機

能展開)’を、‘realization’には次のようなツールを使えとある。 
‘economic value added’とは何か、‘return on investment’を見よ。‘management by objective’は
‘human resource’にある。これが企画段階の ISO10014 で、言うなれば方法論の羅列である。 
私は 3 年前から参加しているが、これを歓迎する感覚が理解できない。それが国際規格作成の

難しさであるのかもしれない。IEC 委員として環境配慮設計をしていた時も、｢日本は特別だよ｣

と言われた経験がある。ISO10014 は単なるリストに過ぎないと考えるのは、世界のスタンダー

ドから外れているのかとも思えてしまう。しかしメンバーの一員として考え方は明確にしたい。

｢それは単なるツールの寄せ集めである。ISO9004 との重複が余りにも多い｣…ということで一

貫して反対投票をし続けている。しかし所詮は一票、国際規格として決まりそうな雲行である。

JIS 規格化は別の話と考えたい。 
そのような内容なので不要とは思うが、もし海外からこの要求があった時慌てないように、

我々としてはオープンにして行くスタンスで考えている。DIS 投票され来年中頃には規格化され

るだろう。 
(2)WI 10001 品質マネジメント－顧客満足－行動規範の指針 (社)消費者関連専門家会議の芝原

純氏がエキスパートとして担当されている。ISO10001～3は｢製品－顧客｣という関係を通して、

顧客満足を向上させるためのマネジメントシステム規格である。企業はこうすると約束をする。

その約束ごとは TC176 の枠組の中だから必ず組織、顧客、製品という範囲内である。我々は環

境に貢献し…そういう構図は考えない。WG ではピザ宅配｢美味しいピザをお届け｣(別掲)の例が

引合に出される。ISO10002(苦情対応)は発行済だが、併せて４.で詳述する。 
(3)WI 10003:品質マネジメント－顧客満足－外部紛争解決の指針 対応する組織の外での紛争処

理である。裁判所ではなく、調停センターといった調停の類がこれに該当する。ISO10002 は組

織内対応だが、組織では出来ないがさりとて裁判までは行かない、どうすればよいか。これは法

律の話である。日本側エキスパートは京都大学山田文氏。2006～07 年には出るだろう。ご存知

の通り ISO には DEBCO(発展途上国対策委員会 )、CASCO(適合評価委員会 )、そして

COPOLCO(消費者政策委員会)の 3 委員会がある。ISO10001～3 は COPOLCO が消費者保護の

立場の規格を作れと、直に持込んだもの。通常行われる議論や投票を抜きにして、2003 ブカレ

ストでスタートした。これも４.で補足する。 
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(4) WI 10020:品質マネジメント－顧客満足の監視と測定‘monitoring and measuring’、組織が提供

する製品の満足度の測り方にフォーカスを当てる。この規格の議論は 2003 ブカレストに始ま

り、’04 マレーシアで決定し、今回の’05 パナマから検討を開始した。発行は 3 年後位だろうが日

本は反対の姿勢である。 
 日本は反対ばかりしているようで実は内心は心苦しい。一週間の会議が終っても、次回また会

おうと握手してくれる人はなく淋しい思いをする。慰めてくれるのは平林氏だけである(笑)。反

対の理由は狭義の顧客満足の測定と監視は既に確立されていると思うからである。国際規格はも

ともと、共通で製品に関係ない原則しか書けない。とすればデータのとり方、統計処理の仕方、

データのタイプにより統計処理を変えること、多分そのレベル位しか基準にはなり得ない。また

広義の顧客満足を考えるならば、組織の業態とか経営環境に関わってくるから規格化は困難であ

ろう。時間のムダだと思うから我々は反対するのである。しかしことは進みそうである、なぜ、

こんなことがまかり通るのだろう。 
私が我慢ならないのは、私利私欲のために規格化をゴリ押しする人物である。先進国として取

引先の開発途上国に押付けたい魂胆がみえみえだが、表向きは開発途上国援助である。私も正義

づらする積りはないがこうした人間には憤りすら感ずる。このアイテムに反対するのは日本、フ

ィンランド、米、独である。役に立たない規格は売れない。それよりもっと有用なものにフォー

カスを当てたいと我々は反対しているのである。しかし、しょせん一国は一国、一票は一票であ

る。 
(5) Ad hoc group :“People”を対象とした規格 ad’ hoc’は WG になる前段階で、「興味ある人この

指とまれ」式のグループである。クアラルンプールで検討が決った｢people, competence｣を中核

とした規格である。まず people を対象に AHG を設立する。 
 このテーマは SC3 だけでなく、SC2、TC207(環)、CASCO(適合性)との共同も決まっている。

2005 パナマで始まった(リーダ:カナダ)が長丁場にかかりそう。’06 釜山で規格プレゼンが行われ

る予定である。 
私は次のように考えている。やはりコアは品質、製品、顧客である。コアから外れるようなら

反対したい。平林氏も指摘されたようにドーナッツ化は避けたい。TC176 の強さはそこにある

のである。現在の雰囲気は多方向に広げようという動きが見える。将来的には動きが具体化する

かもしれない。 
(6)TC207 との共同活動  SC3 議長国オランダが盛んに TC207 との joint work を呼び掛けている。

ジョイントはいろいろ考えられる。例えば ISO/TR 10013:2001、改訂が必要になった場合 TC207
に共同をを呼びかける(パナマ総会議決)。また TC207 の下記 3 規格について、SC3 の何人かが

集ってのレベルだが共同活動の可能性を分析、議論している。 
 

TC207 の 3 規格について SC3 が共同の可能性を分析 

ISO 14031:環境マネジメント－環境パフォーマンス評価－指針 

ISO TR14062:環境マネジメント－環境適合設計 

ISO/DIS14063:環境マネジメント－環境コミュニケーション－指針及び事例 

 

TC207、ISO14000 関連グループの発行済規格は、SC3 にどういう利得があるか。具体的には

規格数が減らせるか、既存規格の応用の幅が拡大できるか、用語概念の整合性はどうか、市場に

おける利得はあるか、共同作業を進める一歩になるか等々である。 
分析の結論は以下の通りである。規格数の削減はかなり難しい。スコープの拡大はマーケット



㈱テクノファ 4

の利益無し。ただし、用語の整合性は急ぐべし。そんなレベルであり、結論的には ISO 14031
に対しては｢NO｣である。然らば止めるかと考えるところだが、議長国オランダとしては自らの

プレゼンツを発揮したい。現状はすぐにどういう規格がどうこうということではないが、継続し

て規格作成を TC207 とのジョイントでやる可能性を探ろうということである。 
 

４．ISO 10001、10002、10003 の概要  

 規格の中身をもう少し詳しく見てみよう。 

ISO10002 は既に発行済みだが、10001、10003 は遅れている。プロジェクトのリーダーは進

行上の問題は時間が足りないだけだと言う。遅れの理由の一つは用語である。組織外の紛争処理

は法律に関わる。法律が経験則の積上げが普遍化されたものと考えれば、それぞれの分野、国に

より解釈は違う訳である。ある国はＡ概念を αと言い、ある国はＡ＋Ｂ概念を αと言う。こうし

て積上ってしまったもののどちらを取るか。米国、オーストラリアは共に英語圏だが、そういう

ことは十分起こり得るだろう。日本においては尚のこと、翻訳の整合を取るのに時間が掛かるだ

ろう。 
遅れの二つめの理由は掛け持ちするメンバーがいることで、COPOLCO のミスである。通常

WG はパラレルに動くものである。今回のプロジェクトでは 10001 と 10003 はほとんどが同じ

メンバーで構成されてしまった。日本はたまたま芝原氏と山田(文)氏が参加しているが、それが

むしろ特殊である。カナダもそうだが一人が両方を担当して並列進行が出来ない事情になる。そ

うした状況で遅れてはいるが、まず発行されるだろう。 
ISO 10001、10002、10003 の背景と考え方  背景は先ほども触れたが、COPOLCO が消費者保護

の規格の必要性を指摘したのが 1998 年。翌年 ISO が作成指示、2000 年に WG が発足した【オ

ーストラリア議長、日、加、英、独、アルゼンチン】。2003 年外部紛争処理 WG12、行動規範

WG13 が発足した。10001～3 は TC176 案件だが、当初はいろいろ抵抗があった。例えば組織が

裁判に掛かるという案件を考えると、製品がらみだけでなくそれ以外のものもある。どの程度カ

バーできるかという有効性、つまり TC176 の範囲で考えるということは、紛争処理全体の何％

位がカバーできるかということである。勿論そのような統計はない。日本代表エキスパート山田

氏(京大)の見解を伺ってみると、10～20%の話ではなく大部分になるはずだと言う。因みに

TC176 でやるので製品、顧客、組織の 3 点がらみで考える話である。 
ISO10000 シリーズの位置付け 用語は ISO9000、ISO14001 が総て引用されている。システム、

MS、QMS、EMS…等々。その定義に基づくと結局、10001～3 が目指すマネジメントシステム

規格は、｢製品－顧客｣関係を通して顧客満足を向上させるための MS 規格ということになる。 
ISO 10001:品質マネジメント－顧客満足－行動規範のための指針  規格原案から抜粋した全体像

(図は略)。私の感覚だが変更の可能性は大きいが、構造的変更は少ないだろう。ドラフト段階の

章構成は以下の通り。訳文は私のパッチワークだと思って頂きたい。 
1 適用範囲、2 引用規格、3 用語及び定義、4 手引の原理、5 行動規範の枠組、6 計画及び立案、

7 運用、8 維持及び改善、9 継続的改善…である。PDCA の枠組にのせてしまおうということで

ある。 
ISO 10001 規格原案の｢1.適用範囲｣と｢3.用語｣ ｢1.適用範囲:組織に対する顧客の信頼を維持し、

顧客満足を高めるための、組織と顧客との相互関係に関する、組織による行動規範の計画、設計、

実施、維持及び改善のための手引を提供｣。 
 新しい用語の定義｢3.1 行動規範<顧客満足の>:組織の製品若しくは組織とその顧客又は顧客と

なり得る者との相互関係に関連した、顧客満足を維持し、高めるために、組織によって使用され
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 ISO 10001 規格(原案)に対応させて下記の例を考えなさい。 
№ 内 容 例 
１ 3.1行動規範＜顧客満足の＞ 

組織の製品もしくは組織とその顧客となりうる者との相互関係

に関連し、顧客満足を維持し、高めるために、組織によって使用

される顧客又は顧客となりうる者に対する組織によるコミット

メント。 

“おいしいビザを３０分以内に届け

ます。” 

２ 4.2可視性 
行動規範は、顧客及び他の関係者がそれと認識できるように十分

な周知を図ることが望ましい。 
Web、宣伝広告での提示 

３ 5.1コミットメント 
顧客の満足を得る上で行動規範が効果的であるために、組織は行

動規範の計画、設計、維持及び改善に積極的に関与することが望

ましい。 

“おいしいピザを…”への積極的関

与 

４ 5.2方針 
トップマネジメントは、行動規範のプロセスに関する明示的な方

針を定め、行動規範に関して、組織の全体的な意図及び方向を設

定することが望ましい。この方針は、すべての要員が入手できて、

かつ周知されることが望ましい。この方針は、各機能及び要員の

役割が行動規範に適用できるように、手順と目標によって支援さ

れることが望ましい。 

おいしいピザ３０分以内の配達を

周知徹底 
   作成：標準化 
   配達：安全、スピード 

５ 6.2目標 
組織は、行動規範によって達成される目標を設定することが望ま

しい。行動規範の目標は、行動規範の方針と一貫性があり、かつ

測定可能であることが望ましい。これらの目標は、組織によって

明確にされる通りに、詳細なパフォーマンス要求事項として定期

おいしさ満足度 平均５以上 
時間内配達率 ９９％以上 

る顧客又は顧客になり得る者に対する組織によるコミットメント｣は長い。｢顧客に対する約束｣

でいいかという私の問いに、プロジェクトリーダーは｢シンプルに言えば約束だ｣と言う。最近は

コミットメントなる言葉が頻繁に出て来る。訳は委託、関与、コミットメントのままいろいろあ

る。私は｢これをするという約束｣と読む。｢3.5 苦情:製品に関して、又は、対応若しくは解決が

明示的又は暗示的に期待されている場合は、行動規範に関して、組織に対して提起された不満足

の表現｣、常識的に考えているものだ。ここで言う苦情はあくまでも製品に関連するものという

ことである。｢3.2 行動規範プロセス｣、｢3.4 苦情者｣は略す。あと、継続的改善、顧客、顧客満足、

組織、手順、プロセス、製品等がリストアップされているが、総て 9000 が引用されている。変

更の可能性は有る。 
  ｢4.手引の原理｣では可視性、アクセシビリティがある。先ほどデーヴィス氏は｢CSR は開示性

と透明性｣と言われたが、｢見えるようにする｣ことまさにその話である。見えるように、容易に

近づけるように等々の基本原理がある。｢5.行動規範の枠組み｣の中でコミットメントする。｢6.
計画及び立案｣ではプロセス、具体的な目標･活動を、8.、9.で改善の枠組を入れようということ

である。手許の資料でシンプルな例として穴埋めしてみるとよいだろう。 
  組織＝ピザ宅配店、製品＝ピザ、顧客＝ピザ注文者｣で考えてみよう。 

3.1 行動規範｢おいしいピザを 30 分以内に届けます｣。4.2 可視性｢web、宣伝広告で見えるよう

にしよう｣。5.1 コミットメント｢“おいしいピザを…”への積極的関与｣。5.2 方針:トップマネジメ

ントは、行動規範のプロセスに関する明示的な方針を定め、行動規範に対して、組織の全体的な

意図及び方向を設定することが望ましい…だから｢おいしいピザを 30 分以内に配達することを
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周知徹底させよう｣。そして｢ピザの作り方を標準化、配達に関しては、安全･スピードを考えよ

う｣。6.2 目標｢おいしさ満足度平均 5 以上、時間内配達率 99％以上｣。このようになる。 
 10002(苦情処理)に関してもやってみるとよい。繰返すがあくまでも組織、製品、顧客の枠組

である。さらに 10003(外部紛争解決)も幾つかの条文(邦文案)を用意した。用語：紛争、紛争解

決者、確定的プロセス、6.2 目標、7.3 紛争の受入れ等々、読んで貰えば理解頂けよう。特定の組

織、製品、顧客を想定して演習して欲しい。【お断り：ISO 10002、10003 の資料は省きます】 
 
５．今後  
 今後について。日本側委員としての考え方は｢基本に忠実に｣というひと言になる。コアになる

部分は絶対に外さない。TC176 は組織、製品、顧客において品質を考え、品質向上により経営

に貢献する。よく考えるとやるべきことは結構残されている。それについて更に努力するべきで

はないか。従って TC176 スコープ外の活動、規格の無意味な増大化、ルールの型にはまった運

営、私利私欲のための活動等には警鐘を鳴らして行きたい。これが日本側の考え方である。以上

で説明を終る。(拍手) 
【完】 


