
-経営コンサルタントサービスを別レベルに
持っていく
経営コンサルタントは組織を変化させ、 組織

の経営に大きく貢献することができる。しか

し、時には費用をかけたがそれに見合う成果が

出ないことがある。あなたはコンサルタントに
支払う費用に納得がいくためには、コンサルタ

ントをどのように評価し、得るべき成果を確実
にするにはどうすればよいだろうか?
経営コンサルティング業界は一大産業であ

り、 組織の事業、金融機関の経営、政府課題な
どに影響を及ぼすが、クライアントとコンサル
タントが同じ考えを持っている時にしか成果は

生まれない。 ISOでは新しい委員会を立ち上げ
てこの課題に取り組んでいる。

経営コンサルタントは現代大きな成功を収め
ている。 Plunkett氏の研究によると、 20世紀後

半にささやかに始まったコンサルティ ング会社
は、 1980年代には劇的に拡大し、収益は今日
4500億USD (45兆円)に伸びている。会計事

務所やIT企業などが経営コンサルタントサービ
スの提供に活動分野を広げ、コンサルティング
業界の成長を加速させた。また政府の経営コン

サルタントへの支出はここ数年10倍に増えた

(2007年IPSOS社)。民間の小規模の組織も経
営コンサルタントの顧客のかなりの部分を占め

ている。有名大学の優秀な卒業生たちが選択す

る職業の中でも、 経営コンサルタントは極めて
高い人気を誇っている。

【ニュース】ニュース・ダイジエスト
【特 集】『問われているのは組織の対応J

テクノファ最新ニュース

.経営コンサルタントとは何ですか?
経営コンサルタントは、 組織のシステム及び
プロセスを分析して改善計画を開発することを
通じて組織が業務を改善することを助ける。こ

れらには、新技術の実行から新市場への参入、

ドメイン移行、チェンジ期間の管理、 組織改革
計画など組織の業務全体にかかわる多様なサー
ビスが含まれる。

絶え間なく進化する経営コンサルティング業

界は、人的資源の管理から合併&買収、テクノ
ロジー及び革新、教育及び訓練、リスク及びセ
キュリティマネジメントなどまで業務内容の専
門化に特徴がある。 経営コンサルタントは、一

般経営指導、新商品の市場戦略、組織最適化設

計、システム及びプロセス開発などにより、コ
スト削減、 効果的IT活用、配送サポート、 (顧
客への良い製品とサービスをひとまとめにした

エコシステム) 専門知識などを提供する。 経営
コンサルタント会社は、組織のパフォーマンス
改善を支援するために、 業務根本的革新、中核
能力開発、及び成長市場開発などの手法を設

計・ 開発してきた。

.伸びつつある需要@
Plunkett氏の調査では、一般的な営業経費を

減少させる、 利益改善を推進するというニーズ
だけではなく、米国及びEUで銀行業界及び投

資産業における非常に厳格かつ複雑な政府規制

が引かれたことが、 経営コ ンサルタン トの需要
を増大させたことがわかる。

これに加えて、グローバル化の展開、テク ノ
ロジーの急速な進歩及び人口急増などで、 経営

コンサルタントたちは、競争相手との織烈な競
り合いにより結果を求めようとする組織から支
持、 期待されることは驚くにはあたらない。
最近の報告によると、 組織の80%は自社顧客
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が製品及びサービス購入を変えてきていると認
識しており、何らかの対応を必要と d思ってい
る。しかも、現在の職業の47%は20年以内に自

動化されるようだ。また2020年には、労働人口
の50%以上は「携帯電話を使って」大人になっ

た世代が世界の組織の主力になるだろう。

.成長の課題.
世界の景気後退は産業界に強く影響を与え、

成長への期待は募り、より卓越したマネージャ

ーのノウハウが求められ、コンサルティング会社
間での競争は激化し、受託料金は下がることに

なった。そして、経済的な背景により最高の人材
を集めることができなくなった。

例えば、シンガポールを代表するコンサルテ
イング会社の Keng Chuen氏は、ネット社会で

知識を容易に得ることができること及びインタ
ーネットD1Yパッケージが、コンサルティング会
社の競争相手になってきていると述べている。

「クライアントは目に見える結果、明確な投資

に対する利益を望んでいる。彼らがインターネ
ットで見つける安いオプション (D1Yパッケージ
など)に誘惑されるのも無理はない。経験豊かな

プロの世話になる方が良いということを彼らに

納得させることが難しくなってきている。クライ

アントに経営コンサルタントの支援を得た方が
結果高くつかない、目標を速く達成できることを

説明できなければならない」と説明した。
しかし、インドのProductivity Research会

社社長Sunil Abrol氏によると、コンサルティン
グ業界にプレッシャーをかけているのは安い
D1Yオプションではなく、ビジネスに精通した
クライアントの増加である。 íクライアントは

ビジネスプロセス及び改善に関して以前よりも
はるかに多くの知識を保有しているので、自分
ではできない価値を加えることができるコンサ

ルタントを探している。」と彼は言う。

「だから当然クライアントは何を得られるか知
りたいし、お金がうまく使われていることを確

信したい。しかしこのことは、すべてのレベル

に透明性が存在する場合にのみ可能である。透

明性だけがよりよい成果を生むことができる。

最初にクライアントが経営コンサルタントを選
ぶには、ベールに包まれた役割や期待がはっき
りしない推測からということを変えなければな
らない。」

.規格が支援するところ.
1SO規格の核心は、透明性のある明確なガイ

ドライン及びベストプラクティスの提示であ
り、 1SOのプロジェクト委員会 í1SO/PC 280 経

営クライアント」はこのようにして生まれた。

2 

経営コンサルタントサービス提供者とクライア

ントとの相互理解を深め、最終的にコンサルテ

ィング業務によりよい成果をもたらすことを目

的としている。

委員会は、経営コンサルタントのための
1S020700を来年早々の発行に向けて全力で進

めている。ヨーロッパ規格EN 16114:2011を基

にした1S020700はこの種の最初の国際規格に

なる。委員会で働く専門家たちは規格の発行を

待ち望んでいるが、コンサルティング業界に大
きな足跡を残すと信じている。

http://www.iso.org/iso/home/news_index/ 
news archive/news.htm?refid=Ref2080 

.CEM7(クリーンエネルギー閣僚会議)
15050001 に目を向ける
サンフランシスコで2016年6月聞かれた第 7

回クリーンエネルギー閣僚会議(CEM7)で、世

界のエネルギーリーダーたちは、全世界でのク
リーンエネルギーへの移行を加速させるための
大掛かりな行動を発表した。これらの行動に

は、エネルギーマネジメントシステム1SO
50001を用いてエネルギー効率に対処する取り

組みが含まれる。

今年の参加者には、進歩への障壁を議論し
て、エネルギー課題に対して可能性のある解決

策を明確にするために、エネルギー閣僚、全世

界のビジネスリーダ一、起業家、研究所と学界
の専門家、及び市民社会団体のリーダーたちが
含まれていた。
CEM7 には、 1S050001をうまく使っている

会社に賞を与える国際コンテストがある、 2016
CEM Award of Excellence in Energy Manｭ
agement (エネルギーマネジメントでの優秀
賞)の受賞者は、安定した気候及びエネルギー
効率に投資することのビジネス利益を浮き彫り

にした。受賞企業は1350万USD (13億円)の

年間のエネルギー費節約及び最高238000メー
トルトンのC02の年間温室効果ガス排出量の削

減(これは1年当たり 51000台の乗用車を道路

から取り除くことに相当する)を報告した。

+CEM Energy Management Leadership 
Award Programmeの受賞者について.
本年度の受賞者は次のとおりである。

. Cummins, 1nc. 1S050001認証を受けた現

場をインド、 UK、および米国に9か所もつ

Cumminsは、ディーゼルエンジン、及び関連
技術の設計、生産、販売及びサービスを世界
中で行っている。会社のアブローチによりエ
ネルギーマネジメントシステムを確立するこ
とは、その会社がコスト、エネルギー及び二



酸化炭素排出量の削減目標を超える一助とな

った。

. LG Chem Ltd., Ochang Plant. LG Chem 

(化学)は世界市場で最大の大型ポラライザ
(偏光版)メーカーであり、リチウムイオン

電池を含む多くの種類のバッテリーを作る。
韓国政府は2020年までに国の二酸化炭素排出

量を30%減らすという目標を掲げているが、

この大型ポラライザ装置は温室効果ガスの目
標を満たす助けとなる。会社はIS050001 の

認証を取得している。

. New Gold Inc., New Afton Mine. New 

Aftonは北アメリカでIS050001を実施した最
初の鉱山である。ここ数年金や銅の価格が下

がっている中、エネルギー性能を向上させる

ことは、収益性を高めることができる数少な

い手段の1つである。 IS050001はエネルギー
及び温室効果ガス排出プロトコルと整合して
いるので、鉱山は多様なプログラムに取り組
まずIS050001 に重点的に取り組むことでエ
ネルギー性能を向上させることができた。

.15050001 の促進のためにEMWGが取って
いる措置は?

IS050001規格は、組織がそれらのエネルギー

性能を管理して継続的に改善し、コスト及び排
出量の削減を実現するのを支援する枠組であ

る。組織規模、セクタを問わず、この枠組は、
エネルギー及びコスト削減を毎年達成すること
に役立つ。さらにこの規格は国際協力による産

物であり、 50を超える国のベストプラクティス
を活用している。

EMWGの加盟国は、 IS050001の適用を促進

する圏内の能力を構築するために協力する。 16

の加盟国政府、及びISOや国連工業開発機関
(UNIDO)などの非常に重要なパートナーは、各

国政府が国の政策及びプログラムを発展・強化

するための解決策を支持する。

IS050001の利用者を増やすために、 EMWG

は、今年のクリーンエネルギー閣僚会議
(CEM7) でエネルギーマネジメントキャンペー

ンを始めた。このキャンペーンは、 2020年まで

に全世界でIS050001の認証件数50，001件を達

成することをめざす。この目標を追い求めて、

EMWG及びキャンペーンのパートナーは、
IS050001 への投資を促進し、世界的に

IS050001のロバストかつ一貫した実行のため
に上記の主な原則に従って国際的に協力すると
明確に約束をする政府、産業及び他の利害関係
者を募集している。
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.エネルギー効率の世界的改善への目下の障
害は?

施設または建物のほとんどのエネルギー効率
は、新しいテクノロジーよりむしろエネルギー
管理の方法を変えることにより達成できる。効
果的なエネルギーマネジメントによって、生
産、品質、または従業員の士気を落とさず、安
全規格及び環境規格に違反することなくより効

率的なエネルギー利用が可能になる。
IS050001は、エネルギーマネジメントの国

際的なベストプラクティスである。しかし、組
織は効果を最大限にするために、資格のある専

門家のアドバイスを受けるといい。最も効果を

上げる力のあるIS050001の専門家は、経営管
理のシステム及び手順だけでなくエネルギー効
率プロジェクトに関して特に優れた教育、スキ

ル、及び経験すべてを有している人であろう。

IS050001の適用の広がりを支援するための重
要なスキルを持つ専門家が現在世界的に不足し
ている。

包括的なIS050001の専門知識を構築するこ

とは、 EMWGにとって最優先事項の一つであ

る。 EMWGは、 IS050001の専門家にふさわし
い専門家としての資格を開発し、専門家に認証

に備えてIS050001 を広めるための連携を円滑

にしたい。

.EMWGコーデイネーターとして、150との国
際協力の利点は?
ISO規格は、気候に関する目標を満たすこと

を支援する重要な役割を持っている。公平な競
争の場[環境]を作り上げ、透明性、信頼性、
及び責任を提供する。国際的なIS050001エネ
ルギーマネジメントシステム規格は重要な例で
ある。商業部門及び工業部門を通じて世界中で

IS050001を広く実行することにより、 2030年

までに累積で約62エクサジュールの省エネ、

6000億USD (60兆円)を上回るエネルギー費

の節減、 6，500メートルトンのC02の排出の回

避を目標とする。

提案された2030年の年間排出削減量は、 2億

1500万台の乗用車を道路から取り除くことに相

当する。 COP21後の今が、国家及び国際的なエ

ネルギー及び気候の目標にエネルギーの大口ユ
ーザーたちを関与させるための重要なメカニズ
ムとしてIS050001をさらに常用な位置付けにす

べきである。 IS050001のファミリ一規格及び手

引きの実行に重点を置いた強い国際協力は、ベ

ストプラクティスのアプローチの普及に貢献し、
ロバストで一貫した成果物を可能にする。

http://www.iso.org/iso/home/news_index/ 
news archive/news.htm?refid=Ref2087 
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|シリーズ~1ß，i年版を活かす:第2回 ヨ・l

問われているのは組織の対応

マネジメントシステム・サボーター

大阪いずみ市民生活路同組合CSR推進室土居栄三
・圃・I . k.通41ι

私は、大阪の室協で10年余り、 「統合マネジメントシステムj の事聾局責任曹を担当

してきました.現在も、 『マネジメントシステム・サボーターj と輸して他組館のマネ

ジメントシステムの麦鍾や研修の怠手伝いをする傍ら、暗託として生箇のマネジメント

システム事務局のお手伝いをしています.そこで舎回は「身体半分は現砲の事務局メン
バーj という立蝿から、 組鑓f~2015年版にどう対応すべきかについて害えていること

を述べます.

.r2015年版は使えるjと言うけれど

r2015年版は使える 1 J という言葉にしばし

ば出会います.いわく r2015年版は意図した結

衰①これまでの規格に書かれていたこと

<1509001 : 2008 序文より】
品質マネジメントシステムの標用は.組織の職情土の決
定によることが望ましい.組織における品質マネジメント
システムの..十及び実施は、~の事項によって鹿曹を受
lする.
・3 組織環境、組織珊績の獲化‘及び組織壇場に聞遣す
るリスク
b) 多綾なニーズ・ ・・以下省略

<15014001 : 2004 序文より】
ιれら{組織と環境とのかかわり方の管理〉を効果的なも
のとするためには、組織に組み込まれて体系化されたマ
ネジメントシステムの中で実施する必要がある。
環境マネジメントに闘する国際甥格に!志、他の経営上の
要求'項と統合でき、組織の環境上及び経費上の目線
達成を動けることができる効果的な環境マネジメントシス
テム(EMS)の摘要素を組値に蝿供する意図がある.

果。S014001では“意図した成果" )の達成が

要求されているJ ， r組織の状況の理解など、 事業

経営戦略への統合や事業経営プロセスへの統合

が求められているJ ・・・ 等々.ならば、

lS09001の2008年版や、 15014001の2004年版

は「使えなかったJ のでしょうか."意図した結

果を達成する"ことや “事業経営戦略・事業経

営プロセスへの統合"などは2015年版ではじめ

て登場した考え方なのでしょうか.
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まずは規格を見てみましょう(表①参照)。組

織の戦略との統合や、その際に「組織を取り巻

く環境J や「リスク」、 「多様なニーズ」を考慮す

ることについては、IS09001:2008の序文に明記

されています。また、 lS014001:2004の序文に

は、効果的な環境マネジメントを進めるために

事業経営との統合が必要であることが明記され

ています。

15014001:2015によれば H意図した成果"と

は、組織の環境方針に整合して“環境パフォー

マンスの向上、順守義萄を果たすこと、環境目

標の達成同 を含む、とされています。ここから、

品質マネジメントシステムの“意図した結果"

についても、 “顧客要求事項及び適用される法

令・規制要求事項の遵守、 品質マネジメントシ

ステムのパフォーマンスの向上、品質目槙の達

成"などを意味すると考えられます.これらは、

言うまでもなく、 2015年版以前から「達成が求

められているJ ものでした。

.“恵国した結果"はなぜ選成されな均勺たのか

2015年版では、"意図した結果の達成" が要求

事項として明記されました。しかし、明文化さ

れたことで“意図した結果の達成"が実現でき

るわけではありません。“意図した結果の達成"

を確実にするためには「とれまで意図した結果

が達成できなかったのは何故なのか」を明らか

にすることが必要不可欠です。



表②をご覧ください.“現在運用しているISO

マネジメントシステムが事業経営とどの程度か

い躍しているか"を明らかにするために、咋年

の1月、ある研究会で行った現状点検の結果で

す。

項目 1"'10について、『広まったくとの通りJ

,..., rd乙んなところはまったくないJ でチェック

し、 a=3点"'d=O点で点数計算したところ、全

項目の平均点は1.7点となりました。全項目が

rb:ほぼこれに近v~J 場合で平均2.0点ですか

ら、平均1.7点ということは全体として“ほぼこ

れに近いマネジメントシステムの現状である"

ということになります.

念の為に言えば、この研究会は、自分たちが

構築・運用しているマネジメントシステムを事

業経営に役立つものにしたいという目的意識を

もっ方々(事務局メンバーや審査員など)の自

主的な研究会であり、“ISOのためのマネジメン

トシステムであってはならない"という参加者

の問題意識は高いと考えられます.それでも、

現状は、 “ほぼこれに近い"ということなので

す。

-ツールは意図しτ、適切に使用しなければ
項目 rlJ を見てください。「方針」とは、町トッ

プマネジメントによって正式に表明された)組織

の意図及び方向付けJ OS09000:2015) でし

た。これが、経営理念・方針とは無関係に設定

されているという乙とは、マネジメントシステ

ムの意図が経営とは無関係に、形式的に設定さ

れているということです。

項目 r2J の H目;障が達成しやすさ・評価しや

すさを理由に設定されている"とは例えば、品質

管理部門で“クレーム削減"を目標に設定しよう

としたら、「未達成の場合、不適合になって面倒

なので、もっと達成しやすい目揮にしよう」と反

対されて“文書管理システムの導入"を目標と

した

という様な事例です。

方針も、目標も、経営理念や事業経営ニーズ

(つまり事業経営の意図)とは無関係に設定さ

れている。さらに項目『むを見れば、運用する

文書類(手順書や記録)も“仕事で使用するも

のとは別モノ

ない.これでは、事業経営上の"意図した結

表②とあるISO研究会でのチェック結果 (2015年1月、参加26人)
車:まった〈この量り b:1まぼこれに近い
。:少しこんなところがある
d:こんt~~と低まった〈ない

予エツク項目 .~ 3点 b~2点 c; 1点 d:O点 平崎

1 晶て貴量方定針さやれ環た境も方の針でなあどるは.、経営理念・方針とは篠田保に、他組織や多考書に基づ
L、. 4 7 10 s 1.4 

2 品さ質を目理標由やに環限織定目さ標れもて、事業経営のニーズとIt無関係に、達成しやすさ・評価しゃ
す いる. 3 7 12 4 1.3 

3 マエュアルをはじめとしたネジメントシステムの文書彊l玄、仕事で健用するものという
より.審査・監査で使用するものなので、 150文書などの名称で別嘗還している.

7 10 自 3 1.8 

4 マがり、ネ、他組ジの織メン文がト書仕シか事スらテの見ム申れででl使z使a用用買すしなてる文い文書る書文と績な書はっ煩仕てと事いはでる異使.な用るす織る式も・のルとーしルてで作作成成しさてれいてるお 4 8 8 s 1.4 

5 昆竃取得時Iã;別として、マネジメントシステムに闇わるマネジャーへの&宵などは実
施していない.

13 自 4 3 2.1 

マネジメントシステムの要素であるPDCAや是正・予防処置について・・・自組錨
自のPDCAサイクルは擁立できていない。マネジャーI弘是正・予防処Eを使いこなせ 13 4 g 2.2 
ていない.

み肉部が監勤査での指摘のい多う<1もLの4で'Jえ.実ば瞭文の書仕管事理をのラ不ま備〈すなすどrISOのために定めた仕組
7 いていないJと めるための指措ではない. 6 13 5 2 1.9 

マヱュアル等の改定l;t，審査や肉郁監査で指摘された規格との適合性の確保を霊
8 点としてなされており.より使いやすい仕組み・より役立つ仕組みにするために積善 7 11 5 3 1.8 
されることは少ない.

g 目視の量定や進修管理のための数値データの整理、不適合事項に対する是宜処置
の書き方など.かなりの節分で事湾局傭負型のシステムになっている. 8 4 11 3 1.1 

自組闘のマネジメントの問題点ゃあるべき獲についてトップが思っていることを事潰
10 局担当は把握できてい怠い.あるいは、把握できていてもマネジメントシステムへの e 12 4 4 1.8 
アウトプット事項として鯵にすることはできていない.

合計 71 82 74 33 17.3 
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果"が達成されないのは当たり前ではないでし

ょうか。

2015年版では、トップマネジメントへの要求

事項として「組織の事業プロセスへのマネジメ

ントシステム要求事項の統合を確実にする」こ

とが明示されました。 2015年版の対応は、乙の

ような「二重管理J (仕事のマネジメントとは

別建てのマネジメントシステムが構築・運用さ

れている状態)を克服する絶好のチャンスで

す。 2015年版対応を「二重管理の土俵の上での

改善」に留めないように注意しましょう。

.r二重管理jの土俵の上の「改善jとは

「二重管理の土俵の上の改善」とはどのような

ものか。 1環境」の事例で考えてみます。

“組織には元々マネジメントシステムがある"

とよく言われますが、多くの場合、それらは未

整理で見える化も十分にされておらず、部署・

マネジャーによってバラバラの状態にあります。

表③ある日環境マネジメントシステムがやってきて・・・

本業の目標管理は各々の部署で異なるが、環境マネジメント
Plan システムでは、目標と達成のための計画が統一のフォーマッ

トで作成される。

手順書の作成やそれに基づく教育は各々の部署の仕事の特
D。 性に応じてすすめられているが、環境マネジメントシステムの

領域だけは文書一覧や教育計画・記録が作成される。

環境マネジメントシステムでは、月次進捗報告書が作成され、
Check 進捗状況がトップまで眉〈。内部監査も実施される。

=今未達成が『問題」とされやすい

Act 環境マネジメントシステムについては、「不適合は『是正報告
書』提出」というルールがある。

環境マネジメントシステムのPDCAの欠落は、全体の仕事の流れとは無関
係に、容易に発見され是Eとその証拠の提出とが求められる

「環境マネジメント」などのサブシステム(本

業の管理ではなく、本業に伴う経営資源の管

理)の場合、その傾向は一層顕著でしょう。そ

こに、ある日、「環境マネジメントシステム」が

やってきました。未整理でバラバラに実行され

ていたマネジメントの中の、環境に関わる仕事

の部分についてだけ、統一した方法による首尾

一貫したPDCAサイクル管理が適用されたので

す。その結果、何が起こったか(表③参照)。

私が見聞した事例では、「本業の教育計画や記

録は各部署任せだが、環境教育については計画

と記録とを統一フォーマットで作成している」

とか、「文書管理規程はないが、環境文書管理規

程はある」 ιいう組織もありました。

6 

表④そして「自衛のための努力」がはじまった。

Plan 簡単に達成できる事項のみを目標とする。

マヰシ.ルト報告書の「実施計画』欄に実施のO印をつけること
00 に象徴される「審査員に見せるエピデンスづくり」が運用の実

態。事務局が運用の多くを肩代わりすることもある。

Check 肉部監査などはなるべく「簡単にJ (短時間で終える、プラスの
指摘中心lこ)する。

是正報告書を書かなくてもよいように、『目標未達成が三か月
Act 連続した場合は不適合。それ以内であれば適合とする』など

の特別ルールを設ける。

『仕事のプロセスと統合することで解決する」のではなく、『できるだけ少な
い負担で二重管理する」工夫がなされる

表④をご覧ください。本業の管理方法とは異

なる管理方法の運用は、日々事業経営目標の達

成のために奮闘しているマネジャーにとってか

なりの負担増であり、乙の負担を軽減するため

に、様々な「自衛のための努力」がすすめられ

ます。先に紹介した“達成しやすさを選択理由

とした目標設定"も、乙のような「自衛努力」の

一つだったのです。

環境マネジメントの管理方法が本業の管理と

異なるなら、あるべき解決の方向は、本業の管

理の中に環境マネジメントの管理方法を“溶か

し込む"ことでしょう。例えば、それは、本業の

目標設定プロセスの中に、環境に関わる目標設

定を位置づける乙とです。 2015年版が要求して

いる「組織の事業プロセスへのマネジメントシ

ステム要求事項の統合」とは例えばそのような

ことを意味します。しかし、表④の事例は、その

方向ではなく、二重管理の土俵の上で、 「より

負担の少ない二重管理への『改善~ J を意図し

たものなのです。

.一例: r組織及びその状況の理解Jへの対応

をどうするか

2015年版で何かと話題になる 14.1組織及び

その状況の理解」について考えてみましょう。

乙乙で求められているのは、事業経営戦略に関

わる品質や環境マネジメント上の「外部及び内

部の課題」を明確にすることです。ある事務局

の方が、この要求事項への対応として、品質方

針などをフレームとして「外部及び内部の課題

一覧」を作成されていました。この「一覧」は、

仕事の中でどのような役割を果たす文書なので

しょう。

私たち小売業であれば、事業経営戦略の中で



品質マネジメントに関わる事項として、社会の

変化に伴う商品・購買方法に関わるニーズの変

化から、プロセスの担い手の変化(例えば外部

化)など、対処すべき様々な重要課題が想定さ

れます。そして、それらは、店舗部門やバイヤ

一部門、あるいは人事部門など“それらの課題

に責任を負う部署"が、各々の中期経営計画の

中で“事業課題"として明確化し、 “リスク及び

機会"を検討して、対策として具体化すべきも

のです。

それがどのような形式であれ、課題が明確化

され、事業経営の中で確実に対応がなされるこ

と。事業経営にとってはそれこそが重要である

し、規格が要求していることもそのことに他な

りません。 r一覧」の作成を否定するつもりはあ

りませんが、それが「仕事に役立つのか」につ

いて検討が必要ではないでしょうか。

.意図した結果が確実に達成できる仕事にす

るために

「組織の状況の理解」や「リスク・機会への

対応」など、 2015年版で要求されていることの

多くは、何らかの形で事業経営の中で実践され

ています。そのことを踏まえて、 2015年版への

対応として「何もしない」という趣旨の発言が

あります。 “審査対応のため"には「何もする必

要はない」・・・それは正しい対応ですが、では

“仕事をよくするため"にはどうでしょうか。

私がお手伝いをしている生協では、中期経営

計画を策定しており、その中に品質・環境等に

関わる戦略的な課題を特定することが暗黙のル

ールです。しかし、現状では、その特定のレベ

表⑤「組織の状況の理解」への対応例

ルに「格差」があります。そこでこの機会に、中

期経営計画に品質・環境等の社会的責任課題を

特定すること、トップは中期計画策定に際して

そのガイドラインを示すことなどをルールとし

て明文化するとともに、新たに中期計画のレビ

ューの手順についても定めました。これらは、

生協の事業経営に資する改善であると考えます

(表⑤参照)。

現在、 2015年版との「差分分析」に取り組ん

でいる組織も多いと思います。規格とマニュア

ルとの「差分」だけでなく、意図した結果を確

実に達成できるマネジメントシステムであるた

めに「実際の仕事との差分」を明らかにし、仕

事をよりよくするために2015年版を活用するこ

と。それこそが、組織に求められる姿勢ではな

いでしょうか。

2015年版は使える規格です。私たちが意図を

明確にして、本当に「使う」ならば。

土居氏がメンバーになっている

“超ISO企業研究会"

『品質経営』に取り組む、あらゆる組織を

サポー卜する最強のパートナーとして活動

中です。

メルマガ:毎火曜配信中(登録無料)

https://www.tQm9000.com/contactl 

ホームページ:https://www.tQm9000.com/ 
問合せ:info-chou-iso@technofer.co.jp 

2015年版の要求 実際の仕事 対 応

組織の事業経営戦略に聞 @出来ていること 中期経営計画策定ルール
わる品質・環境(個別マネ 暗黙のルールとして、左記 を明文化しする。書かう部
ジメントシステムの)課題を の内容は中期経営計画で 門の責任として、中期経営
明確にし、リスク及び機会 特定。 計画の中に個別課題と対
を決定し、取り組む。 応を特定すること、詳細な

。問題点・課題 ガイドラインはトップが示す
事業品目、部署聞で、特 こと、中期計画のレビュー
定のレベルに格差がある。 などについて定める。

7 



「

テクノファ最新ニュース

I 1509∞1/14∞1 マニュアル移行サポートサービス

総議?〉一一一一一一一一一一
自組鎗の仕組みに含う
ように倹討して

@伺を追加すれば
いいのか替えて・・ 3

③現行マニュアルとの、
盤分を分析して

@現行マニュアルを
201 5年版に並べ鎗えて

テクノファのマニュアル移行
サポートサービスは・. . 

.2015年腫に並べ箇え
・差分を裏示{明確化}
・解観文、蝿惜解酎
テキスト (PDF) f~ 
をデータで返却します

震短3曽業日
{包~たった3営難日1)

このサービスは、皆さまが移行の瞭かなりの時間を要している「差分の分析」を、品質/現境マニュ

アルデータを受領接、改訂マニュアル原案のスタイルにしお戻しするという画期的なサービスです。
晶質/環境マニュアルのデータファイルをMicrosoft Word@でお預かりし、【最速3営業日】で

Microsoft Word@で返却致します。

・富士山の5合目までを自動車でスイスイ量るHイメージ!これがマニュアル朝刊ポートサービスです。

サービス内容 I QMSのみ/EMSのみ | 統合マニュアル

基本サービス I 27.500円削)- I 75.0∞円{捌1.... 
Aタイプ+マニュアル記述例 I 38.500円{棚リ)- I 97.0∞円{棚リ1'"
Bタイプ+訪問指導2日 I 200.000円(糊)..... I 250.0∞円{税別1...... 

※QM5とEM5の統合マヱュアルも承ります(プラス7官襲目)

*マニュアル改訂以外のコンサルティングもご相語ください。*

*東京会場もご利用ください女
東京駅から歩いてすぐ!

1509001/14001 : 2015販対応

内部監査員移行コース
川崎・東京・大宮・千藁・大阪・広島開催

~TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター
(東京都中央区八重洲)

. JR r東京駅J 日本橋口径歩4分
東京メトロ「日本橋駅J A1 出口徒歩1 分

。開催コース{一例)
-各種審査員研修コース
.各種内部監査員コース
・新規格対応コース(移行関連コース) 他

企画・編集/株式会社テクノファ

一一出猿セミナー対応可一一
内部監査に係る主要な変更点についての解説を申
心に2015版規格の理解と変更点に対する内部監
査の着眼点の演習を通じ、 2008年版/2004年版
の肉部監査員の方に2015年版内部監査員として
活動いただくための1 日コース。

，t講師を派遣する出費セミナーにも対応。

*ご要望に合わせたカスタマイズもお受けします。

干210-0006 川崎市川崎区砂子 1-10- 2 ソシオ砂子ピル
TEL:044-246-0910 FAX:044-221-1331 
ホームページ今ht句://www.technofer.∞.jp/ 
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