


　商取引のグローバル化が進み、サプライチェーンはますます複

雑になってきています。大手製造メーカーの場合、何千、何万と

いう世界中のサプライヤーから部品などを調達されており、その

サプライチェーンの中に潜むリスクは増加傾向にあります。そし

てサプライチェーンでの問題は、たとえその問題が二次・三次サ

プライヤーの問題であってもそのサプライヤーから供給を受けて

いるメーカーのレピュテーションリスクとなります。

　このようなサプライチェーンリスクを低減するために策定され

たのが、PAS 7000「サプライチェーンリスクマネジメント－供

給者事前資格審査」です。この規格を活用することで、効率的、

効果的なサプライチェーンリスクの低減が実現できます。また、

BSI はサプライヤーマネジメントのためのツールの提供や効果的

な監査手法の構築支援、お客様に代わって監査を行う二者監査等

を行っています。是非 BSI のセミナーやトレーニングにご参加い

ただき、貴社のサプライチェーンリスクマネジメントの強化を検

討されてはいかがでしょうか。

　また、ISO 9001, ISO 14001 の改定が迫ってきております。

それぞれ、リーダーシップやリスクマネジメントの考え方の強化

など、経営ツールとしてより効果的な規格へと進化しております。

移行への対応が大変という声がよく聞かれますが、それぞれの組

織にとって有効な改定となっておりますので、是非この機会に自

社のマネジメントシステムを見直し、より有効性の高い仕組みへ

の改善を前向きに取り組まれることをお勧めいたします。

　BSI は規格の基本的な考え方や移行のためのトレーニング、ギ

ャップ分析、マネジメントシステム運用のためのツール提供、そ

して審査サービス等を通じて皆様の経営改善に貢献できるよう、

一層の努力をしてまいります。
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特集 1PAS 7000

PAS 7000：2014
サプライチェーンリスクマネジメント ― 供給者事前資格審査

特集

1
　サプライチェーンマネジメントの要となるサプライヤー管理ツ

ールの必要性が高まってきた背景を受け、サプライヤーの選択時、

もしくはサプライヤーの監査時に活用できるチェックリスト PAS 

7000:2014 「サプライチェーンリスクマネジメント - 供給者事前

資格審査」が、2014 年 10 月に BSI（英国規格協会）から発行

されました。

　本 PAS は、これから契約を結ぼうと

しているサプライヤー（もしくは既存サ

プライヤー）について、その組織が適切

なガバナンスの原則を有しているかどう

かについて、またそれを適用できる状態

にあるかどうかについて実証する手助け

となるものであり、サプライヤーの適切

な選定、管理において活用できるツール

です。PAS 7000 の活用により、サプライヤーにおける資源、

監視体制、そして継続的改善を網羅する GRC（ガバナンス、リス

ク、コンプライアンス）方針の設定と実施において、効果的な方

向性を示すことができます。

　サプライチェーンマネジメントに関する課題は、業界ごとにそ

の性質が異なることが多く、また同時にサプライヤーの管理不備

に起因することも多いのが現状です。1 つの製品を 1 国でのみ作る

ことは、もはや少なくなり、サプライヤーが全世界に広がる現状

においては、サプライヤーの管理がサプライチェーンマネジメン

トの要と言えるでしょう。

　サプライヤーは、直接製品やサービスの取引がある 1 次サプラ

イヤー（Teir1）の他、その先の 2 次サプライヤー（Teir2）、3

次サプライヤー（Teir3）等に分かれます。このうち、1 次サプラ

イヤーについては、定期的に訪問監査やアンケートのやり取りに

基づいて、サプライヤー管理を実施している例が多数みられます。

しかし、BSI が独自に調査した結果によると、およそ 85％の組

織において、取引のあるサプライヤーのうち十分な情報を把握で

きているのは、上位 15％（1 次サプライヤー中心）のみで、残り

85％のサプライヤーについては、殆どもしくは全く知識がないこ

とが分かりました。直接の取引相手の先にいる、顔の見えない 2

次サプライヤーや 3 次サプライヤーについては、社名すら分から

ないといことが多いというのが現状のようです。また、海外に多

くのサプライヤーを持つ企業については、遠隔性や文化、言語の

違いなどによって事前の調査が不完全なものとなり、取引を開始

してから問題が発覚するということもたびたび起こります。

　このようなサプライチェーン上の問題を未然に防ぐためには、

サプライヤーにおける GRC の構築とそのチェック方法、評価基準、

継続的な改善、そしてそれらを監査するバイヤー側の体制が肝と

なります。サプライヤーの管理方法として、現在主流なのが、バ

イヤーからサプライヤーに対して配布されるアンケートを通して

の管理です。

　しかし、サプライヤーにとっては、あらゆる取引先（バイヤー）

から送られてくるアンケートに応えることが必要となり、取引先

によってフォーマットが異なるため、対応にかなりの手間とコス

トがかかっているのが現状です。バイヤー側にとっても同様で、

数多くのサプライヤーから返送されるアンケートは大組織になる

ほど莫大な量となり、また情報の更新も都度行っていかなければ

なりません。多様化する社会のトレンドに合わせるため、質問項

目の見直しも随時行わなければならず、サプライヤー、バイヤー

双方にとっての負担は計り知れません。PAS 7000 はこのよう

な背景を受けて大きく下記の 2 つの目的の元で策定されました。

情報の共有によってサプライチェーンパートナー確立のための

基礎となる、サプライチェーン関係情報（内容及び範囲）を確

定する。

サプライヤー別及び調達パーティ別に、情報の提供と取得のル

ールを設定する。（これにより、サプライヤーとバイヤー双方が

サプライチェーンの確立において協調体制を築くことができる）
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　PAS（公開仕様書）とは、Publicity Available Specifica -

tion の略であり、「一般に適用可能な規格」と訳されます。イメ

ージとしては、日本における JIS や英国における BS のような国

家規格と、業界もしくはコンソーシアム独自の規格の中間に位置

づけられる規格であり、且つ国際的に使用可能なものです。

　規格策定の専門組織が、自治体や業界団体等の依頼を受けて策

定するのが PAS であり、ISO の策定期間 (5 年程度 ) に対し、1

年程度での策定が可能であるというのが大きな特徴です。現在の

PAS 規格の多くが BSI によって策定されたものであり、中には

PAS から BS 規格もしくは ISO に格上げされたものも多くあり

ます。各規格と PAS の位置づけは図 1 の通りです。

　PAS は、数多くの業界、学識有識者、政府団体などからメンバ

ーを集めて構成されたステアリンググループにおいて、協議を行

ったうえ、パブリックコメントの募集等を通して策定されるもの

であり、その内容は 2 年に 1 度のレビューの機会に見直され、必

要に応じて変更、追加、及び削除される仕組みとなっています。

　PAS 7000 は、チェックリスト形式になっており、それぞれ

のトピックモジュールは、図 2 の通りです。質問項目は、「主要」

トピックモジュールと「追加」トピックモジュールに分かれます。

「主要」トピックモジュールは、PAS 7000 への準拠を宣言する

事前資格審査プロセスに常に含める必要があるトピックであり、

「追加」トピックモジュールは、バイヤーがそれを含めるかどうか

について独自に判断ができる項目です。

　これら２つのモジュールは、サプライヤーとして取引先（バイ

ヤー）に認められるために必要な、最小限の要求事項に基づいた

事前審査の内容を網羅しており、特に新規契約を望むサプライヤ

ーと中小規模の組織に役立ちます。加えて、PAS 7000 では、

「主要」トピックモジュール、「追加」トピックモジュールそれぞ

れの項目を「必須情報項目」と「任意情報項目」に分けています。

つまり、「主要」トピックモジュールの中でも、必ず要求される情

報項目と、バイヤーが必要に応じて要求する任意の情報項目に分

類されます。

　なお、PAS 7000 はサプライヤーから提供された情報の正確

性及び透明性の担保をするツールではありません。また、その情

報の妥当性をバイヤーがどのように審査するかについての方法論

に関する事項も含んでいません。あくまでも、サプライヤーが自

己申告する情報に基づいて、サプライヤーの適正性を事前に審査

するためのツールという位置づけであることに注意してください。

　PAS 7000 の活用法としては、まず現行アンケートの代替と

しての活用が考えられます。PAS 7000 における各項目は、ヨ

ーロッパ各国でニーズの高まりがある、中小企業の活用に焦点を

当てており、体制基盤が弱い中小企業でも、PAS 7000 で網羅

されている項目をクリアすることにより、大企業が求めるサプラ

イヤーの資質を満たすことを証明できるものとなっています。

　サプライヤー選定時における活用方法の他、自社のチェックリ

ストとして活用する方法もあります。サプライチェーンに関する

情報を全てデータベース化し、サプライヤー全体を把握できるシ

ステムを構築例も出てきていますが、そのようなデータベース化

にも役に立つツールとなっています。一般的な項目をカバーして

いる PAS 7000 のチェックリストによって、バイヤー、サプラ

イヤー双方にとって、網羅的にサプライヤーの管理が可能になり

ます。また、サプライチェーン全体で、全て同じフォーマットを

使用することで、情報の一元管理を可能にし、Tier1 から Tier3

までの全てを対象としたサプライヤーマップを作成し、リスク分

析や改善に役立てることも可能です。一方、サプライヤーへの教

育訓練の際に活用する事例も出てきています。アンケートへの回

答ではなく、研修時に活用し、サプライヤーが順守すべき内容に

ついて慣れてもらうためのツールという位置づけです。

　BSI では、PAS 7000 を活用した二者監査や、現状と「ある

べき姿」の GAP 分析を行うサービスを今後提供予定しています。

あわせて本 PAS を活用した研修コースや管理ツール（ソフトウェ

ア）の提供も予定していますので、是非ご活用ください。

特集 1 PAS 7000

図 1：規格の階層とPASの位置づけ
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図 2：「主要」トピックモジュールと「追加」トピックモジュール
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特集 2改定支援

新サービス！ ISO 9001（品質）及び ISO 14001（環境）
改定支援サービス

特集

2
　ISO 9001及び ISO 14001の改定版発行がいよいよ 2015年

9月に迫ってまいりました。お客様の移行準備は順調に進んでい

らっしゃいますでしょうか。

　BSIジャパンでは、この度移行を控えたお客様を対象に「規格

改定支援サービス」をご用意いたしました。ぜひこのようなサー

ビスを有効的にご活用いただき、円滑な移行をお進めいただけれ

ばと思います。

１．文書レビューサービス

　お客様の改定状況をチェックするサービスです。本サービスは、

お客様に自社の改定状況をご確認いただいた後、BSIジャパンの

プロフェッショナルがその内容についてフィードバックを行うも

のです。サービスをお受けになる対象者や移行準備の進み具合に

よって、下記のように分かれます。

他社認証も含むすべてのお客様向け

ⅰ. オフサイト文書レビュー
※移行準備が進んでいないお客様向け　　

　改定ポイントに関するチェックリストを BSIが送付し、お客様

ご自身でチェックリストに基づいて文書レビューを行っていただ

きます。本サービスは、その内容について BSIジャパンのプロフ

ェッショナルがフィードバックをさせていただくものです。文書

を改定する際の方向性を簡易的、且つスピーディに確認すること

ができます。

ⅱ. オンサイト文書レビュー
※移行準備が進んでいるお客様向け　　

　BSIジャパンのプロフェッショナルが、お客様を訪問し、直接

文書レビューをさせていただきます。その場でフィードバックを

行うため、速やかな改善が可能です。改定中の文書類が改定の意

図と差異がないか質疑応答を含め、審査員に直接確認する事がで

きます。

他社認証取得のお客様向け

ⅲ. オンサイト /オフサイト文書レビュー
※移行準備が進んでいないお客様向け

　チェックリストに基づいてお客様が文書レビューを行った内容

について、BSIジャパンのプロフェッショナルが訪問し、確認・

フィードバックを行うものです。改定中の文書類が改定の意図と

差異がないか質疑応答を含め審査員に直接 2回確認する事ができ

ます。

２．規格改定対応マルチトレーニング

　規格改定準備のためのトレーニングコースです。BSI認証のお

客様が 2種類以上のコースを同時申し込みすると、最大 1人あた

り 37,500円もお得になります。

詳しくは、下記をご覧ください。

http://www.bsigroup.com/ja-JP/our-services/revision-tot
al-support/

３．規格改定フルパッケージサービス

　改定に伴う移行作業に関してお客様を総合的にサポートします。

文書レビューと関連トレーニングを組み合わせ、お客様のニーズに

合ったソリューションをトータルでご用意します。お客様ご自身で

取り組まれている準備作業の方向性に間違いがないか確認すること

で、移行審査への準備をより確実にすすめることができます。

メリット 1  移行審査受審までの煩雑なスケジュール管理が不要

メリット 2  必要な情報・知識を段階的に得ることが可能

メリット 3  審査経験豊富な審査員による文書レビューサービス

メリット 4  改定トレーニング 1コースのみの受講から特別価格に！

移
行
審
査
受
審

内
部
監
査
員
コ
ー
ス

文
書
レ
ビ
ュ
ー
サ
ー
ビ
ス

導
入
実
践
コ
ー
ス

規
格
要
求
事
項
コ
ー
ス

スキルアップ
フェーズ

構築・運用・改善
フェーズ

審査
フェーズ

価格：￥80,000（税抜）

価格：￥150,000（税抜）

価格：￥300,000（税抜）

規格改定フルパッケージサービス活用例

お問い合わせ先：

BSI グループジャパン株式会社 営業本部

Tel: 03-6890-1172

E-mail: sales.japan@bsigroup.com

http://www.bsigroup.com/ja-JP/our-services/revision-total-support/
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　ISO 20121をご存知でしょうか。この規格は、イベント運営に

おける環境影響の管理に加えて、その経済的、社会的影響につい

ても管理することで、イベント産業の持続可能性（サステナビリ

ティ）をサポートするためのマネジメントシステムです。この

ISO 20121は、BSIが開発に関わった BS 8901に基づき策定が

進められました。BS 8901は、2012年に開催されたロンドンオ

リンピックを行う上で、環境・社会・経済のバランスが取れた大

会として運営するために 2007年に策定された規格です。

ISO 20121とオリンピック
　2012 年に開催されたロンドンオリンピック・パラリンピック

は、「持続可能性（サステナビリティ）」を目指す大会として運営

され、史上最も環境に優しい大会として高い評価を得ました。そ

の大会を支えたのが、持続可能なイベント運営のためのマネジメ

ントシステム規格である ISO 20121 です。このロンドンでの大

会の結果を受け、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック

でも ISO 20121 の採用が確実なものとなり、国内においても

ISO 20121 への関心が高くなってきています。地球環境や社会問

題に対する意識高まりから、全ての産業において、仕事を通した

環境及び社会問題への取組みが広がっています。イベント産業も

その例外ではありません。

対象

　イベント・サステナビリティマネジメントシステム規格 ISO 

20121 は、オリンピックのような国際イベントから地方のお祭り

まで、あらゆるタイプのイベントに適用が可能です。また、イベ

ントに関わるすべてのステークホルダー（利害関係者）によって

も活用されるマネジメントシステムです。イベントの主催者はも

ちろんのこと、イベント会場（ホテル、会議場、競技場など）、イ

ベントに関わる施工業者、サプライヤーにとってもこの規格を活

用するメリットがあります。ISO 20121 は環境マネジメントシス

テム（ISO 14001）などと同様、PDCA サイクルのフレームワー

クを備えており、他のマネジメントシステムと容易に統合するこ

とが可能です。

　また、ISO 20121 の認証の対象には、大きく分けて二つありま

す。一つは、イベント企画会社などに代表されるような ISO 

20121 に適合したサステナビリティマネジメントシステムを実施

する組織に対する認証です。もう一つは、ロンドンオリンピック

といった ISO 20121 に適合したイベントそのものの設計／計画

に対する認証です。

ISO 20121の構成
　ISO 20121 は環境マネジメントシステム (ISO 14001) などと

同様、PDCA サイクルのフレームワークを備えていて、組織は次

の 3 つのフェーズに沿ってイベントを運営していきます。

Phase 1- 計画
　最初のフェーズでは、イベントを計画するにあたり、組織は持

続可能なイベントを運営するための方針を決め、それに必要な目

的、目標、KPI を設定します。

Phase 2- 実行
　次のフェーズでは、組織は、役割・責任を明確にし、スタッフ

が十分に力量がありそのためのトレーニングを受けていることを

確実にします。そして、イベントを運営するために十分な資源を

提供する必要があります。

Phase 3- 点検＆レビュー
　最後のフェーズでは、組織は、決められた目的とマネジメント

システムに基づいてイベントが運営されているかを点検し、評価

する必要があります。そして、イベントのパフォーマンスが継続

的に改善されるように対策を取ります。

特集 3 ISO 20121

ISO 20121とオリンピックについて
特集

3
ISO 20121認証取得事例（一部）

イベント・組織 形態 国

Good Wood

2012 世界トライアスロンシリーズ横浜大会

2013 中台湾ランタンフェスティバル

Sydney Festival

Way Out West

Rock in Rio 2013

Danish Ministry for the Foreign Affairs

Manchester United

UBM Live

The Coca Cola Company

日本コンベンションサービス株式会社

Gris Co.

Millennium Stadium

Plaza Athenee Bangkok

Marina Bay Sands

イベント（スポーツ）

イベント（スポーツ）

イベント（フェスティバル）

イベント（フェスティバル）

イベント（音楽）

イベント（音楽）

主催者

主催者

主催者

主催者（スポンサー）

制作者

制作者

施設（スタジアム）

施設（ホテル）

施設（会場）

イギリス

日本

台湾

オーストラリア

スウェーデン

ブラジル

デンマーク

イギリス

オランダ

イギリス

日本

イタリア

イギリス

タイ

シンガポール
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特集 3ISO 20121

ISO 20121取得のメリット
　ISO 20121 を活用してイベントの持続可能性を向上させると、

次のような利点が得られます。

1．イベントのブランド価値向上
　イベントで環境及び社会性を考慮した取り組みに対して、社会・

顧客から、真の信用を得ることができ、組織やイベントのブラン

ドイメージの向上が期待でき、競争優位を築くこともできます。

ISO 20121 は、1 回のイベントでも取得できるため、活用の幅が

広い規格になっています。

2. 関連機関との関係がスムーズに
　第三者機関から認証受けることにより、透明性と説明責任を確

保することができ、ステークホルダーやイベント会場、隣接する

地域の自治体と、より良い関係を築くことに貢献します。 

3．経営ツールとして活用
　ISO 20121 のイベントに関するマネジメントシステムを活用

し、これまで蓄積してきたノウハウを体系化して、経営ツールと

して活用することが可能です。また、サプライヤーやステークホ

ルダーとの関係を明確にする上でも活用できます。

ISO 20121 概要解説セミナー（無料）のご案内
　ISO 20121 の構築・認証までは様々な方法がありますが、まず

は BSI 主催のセミナーに参加されることをお奨めします。

もし、すでに他のマネジメントシステムを構築されている場合は、

ISO 20121 と既存のマネジメントシステムとの統合審査をご提供

することができます。また、まずは情報収集をされたいのみの方

でも、是非無料セミナーにお越しください。

書籍のご紹介

ロンドンに学ぶ「ごみゼロ」への挑戦　※環境新聞社

　ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員会で、サステナ

ビリティ・プロジェクトのマネージャーをしていた英国規格協会

（BSI）の Standards Publishing Manager Sustainability であ

る Amanda Kiely がインタビューに応えた本著をご紹介します。

　持続可能性を目指したロンド

ンオリンピック・パラリンピッ

クの運営骨格を支えた３つのア

クションプランや、ISO 20121

が本大会でどのように活用され

たかについて、さらにロンドン

オリンピックの経験を踏まえて、

2020 年の東京オリンピック・

パラリンピックに期待する事な

ど、盛りだくさんの内容となっ

ています。

　Kiely 氏のインタビューの他に、ロンドンオリンピック・パラリ

ンピックにおけるその他の幅広いキーパーソンのインタビューも

掲載されており、オリンピックに直接関わりのある方のみならず、

一般の方にも楽しんでいただける内容です。

ISO 20121無料セミナー

次回開催日：
2015 年 7 月 16 日（木）14:00 ～ 16:30 （受付開始 13:30 ～）

場      所：
BSI グループジャパン東京本社　（東京都港区北青山 2-12-28 

青山（セイザン）ビル 5F）

お 申 込 み： 
弊社 WEB サイト（http://www.bsigroup.com/ja-JP/）

よりお申し込みください。
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　BSI ジャパンは、山口証券印刷株式会社に PCI DSS※（ペイメン

トカード業界データセキュリティ基準）を認証しました。山口証

券印刷株式会社は、創業 94 年、ギフトカードや乗車券・IC カー

ド、その他有価証券などの製造を主に事業を展開する企業です。

カード情報の印刷も行うことから、通信経路のセキュリティの一

層の強化のため、PCI DSS 準拠の第三者認証を取得しました。今

回は認証の授与に際して PCI DSS の準拠に至った背景や目的、今

後の展望などについてお伺いしました。

PCI DSS の準拠に至った背景やきっかけ、目的をお聞かせ

下さい。

　創業時から乗車券などの有価証券の製造を主力商品としており

ましたが、近年成長している POS アクティベーションカード等の

ギフトカード市場においても、初期から携わっている製造のパイ

オニアです。これらのカードの製造においては、PIN（Personal 

Identification Number：暗証番号）を取り扱う業務が多く発生

し、通信経路の安全性強化と担保が必要に迫られている状況でし

たが、多くのセキュリティ対策を実施していたものの、外部の認

証機関からの評価は取得しておりませんでした。さらに最近にな

り PAN（Primary Account Number: カード会員番号）も取り

扱うニーズが生じ、これらの背景により、社内のデータ入稿入口

から営業、制作、工場、配送までのセキュリティ体制の強化は必

須と考え PCIDSS 準拠に取り組みました。（常務取締役 福岡　敬

司 様）

取組みで工夫した点、取組みの特徴などがございましたらお

聞かせ下さい。

　PCI DSS の要求事項は総数約 300 項目にのぼり、１つ１つが

独立したものではなく密接に関連しあっています。従って、作成

する書類に関しても、１つの取り決めが変わると複数の書類 を変

更する必要があり、矛盾や抜けがないよう最新の注意を払いまし

た。具体的には、コンサル会社の方々と協力しながら週 1 回の定

例ミーティングはもちろん、社内メンバーで多いときには週 2-3

回と頻繁に打合せを行い整合性のとれた書類を作成し審査に臨み

ました。

　また、限定されたメンバー間でのみ話が進んでしまいその他の

社員は内容を把握しないまま運用されてしまうといった事になら

ないよう、毎週月曜日の朝礼で社長による PCI DSS の内容説明

や、営業、工場への部署単位での説明を認証取得前に行い、全社

員へセキュリティに対する意識づけを行いました。（営業部 村松 

勇人 様）

取組みを行ったことによる成果・利点は何でしょうか？

　セキュリティレベルが向上したのは当然ですが、これまで曖昧

だったセンシティブデータの取扱いルールが明確化され、それに

より作業がスムーズになったと感じています。

　また、点々としていたセキュリティエリアを可能な限りまとめ

られた事、ロール管理表を作成して権限を明確化する事により社

員のだれが見ても一目で理解できるようになった事は非常に大き

な成果でした。会社全体でセキュリティへの認識レベルが高まり、

スキルがレベルアップしている事も成果としてあります。（常務取

締役 山口 誉夫 様） 

事例 PCI DSS

▲2015年3月23日 （月）に行われたPCI DSS準拠　認証授与式において

写真左：山口証券印刷株式会社 代表取締役社長 山口 明義 様
写真右：BSIグループジャパン株式会社 代表取締役社長 竹尾 直章

 

 

ペイメントカード業界データセキュリティ

山口証券印刷株式会社 様

PCI DSS 準拠

▲左より常務取締役 福岡 敬司様、代表取締役社長 山口 明義 様、常務取締役 山口 
誉夫様
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事例PCI DSS

今後の展開と目標をお聞かせ下さい。

　社内的には今回の認証取得で得た知識、ノウハウを活かし継続

的にセキュアな環境を保持できるよう情報セキュリティメンバー

を主軸とし全社員で取り組んでいきます。今回新たに構築したシ

ステムを運用していく上で策定したルールを継続的に遵守してい

くことは大変だとは思いますが、社員にとってなるべく業務に支

障がでないような体制、ルール作りを心がけていきます。

　今回は半年程の期間をかけて準備をし、その間社内ミーティン

グも頻繁に実施してきたので、多くの社員がかなりの部分を理解

しているとは思いますが、いざ運用が始まると色々な問題点が出

てくると思います。都度委員会を開くなど適切に対応するととも

に、ルール遵守を一人一人が心がけるよう、きっちり指導してい

きたいと思います。（常務取締役 山口 誉夫 様）

　対外的には、有価証券印刷事業における PCIDSS準拠という事

実が、製品の信頼性と安全性を PRする材料になり、より一層お

客様からの信用をいただけるようになる事、さらには新たなお客

様との取引も期待しています。またギフトカード事業では、今後

拡大すると思われる PANを取り込んだギフトカードのビジネス

において大きな武器になると期待しています。  （常務取締役 福岡 

敬司 様）

BSIを審査機関としてお選びいただいた理由と経緯について

お聞かせ下さい。

　当初は数社検討しておりましたが、BSIが国内で高い実績を持

つ事に加え、弊社は海外からお客様がお見えになることもあり、

国際的に知名度の高い BSIに任せれば間違いがないだろうと考え

ました。他社の見積との比較も行いましたが、妥当な価格である

と判断しました。一つ付け加えると、多くの件数を取り扱ってい

るだけあって、営業の方々の知識が豊富で、とても親身に対応し

て頂いた事も理由の一つです。（常務取締役 福岡　敬司 様） 

BSIの審査はいかがでしたでしょうか。

　正直なところ、「審査」という事で審査初日は緊張しておりまし

たが、審査員の方がとても人柄の良い方で、１つ１つの要求事項

に対して丁寧にわかりやすく説明頂いたので、我々の緊張も解け

て内容を改めて理解しながら審査を進める事ができました。製造

業の知識もあり、弊社の製造現場を理解するのが早かったため、

スムーズにやり取りができました。（常務取締役 山口 誉夫 様）

今後、審査機関 (BSI)に期待することを最後にお聞かせ下さ

い。

　今回の取り組みでできた仕組みが 100%だとは考えずに、今後

の変化に対応できるよう社内で随時改革を進めていきたいと考え

ていますが、１年後にまた審査を受けるので、その際にまたアド

バイスをいただきたいです。BSIさんとはパートナーとしてお付

き合いさせていただき、今後もご指導をいただければと期待して

います。（代表取締役 山口 明義 様）

ありがとうございました。

▲ 東急東横線、東京メトロ副都心線相互直通運転記念乗車券

※PCI DSS
（ペイメントカード業界データセキュリティ基準）

カードの加盟店、サービスプロバイダ（カード業務に関する

業務を代行するデータ処理業者）向けのセキュリティ基準。

PCI DSSはカードビジネス関連業者向けのカード会員情報

及び取引情報を保護するためのセキュリティ基準で、カード

会員情報の保護及び取引情報保護を目的としています。

▲ 手前左より常務取締役 福岡 敬司様、代表取締役社長 山口 明義 様、常務取締役 
山口 誉夫様
奥側　左より営業部 村松 勇人様、岩垂 秀考 様、インセンクス事業部 久島 道大様
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　4 月 1 日、フロン排出抑制法が施行されました。従来のフロン

回収・破壊法が名称まで含めて大きく改正されています。空調機

や冷凍機のユーザーにも新たな取り組みが求められる大きな改正

です。特に ISO 14001 の認証取得組織にとっては、数多くの対

応が求められます。大改正の背景や具体的に対応すべき内容をお

伝えします。

フロンの影響

　地球を取り巻くオゾン層は、有害な紫外線を吸収し、人を含む

生物を守っています。しかし、各地の観測結果から大気中のオゾ

ン量が減少傾向であることが報告されるようになり、1982 年に

は、南極上空でオゾンホール（オゾンの穴）が発見されるように

なりました。その原因物質が、エアコンや冷蔵庫で大量に使用さ

れた、特定フロンと呼ばれる CFC（クロロフルオロカーボン：

R11、R12、R113）と HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン：

R22）だったのです。

　その国際的な対策として、1987 年には、「オゾン層を破壊する

物質に関するモントリオール議定書」が採択され、日本も批准し

ました。その中で、先進国は 2010 年までに CFC を、2020 年

までに HCFC を全廃することが定められ、代替フロンと呼ばれる

塩素を含まずオゾン層破壊効果の低い HFC（ハイドロフルオロ

カーボン）フロンへの代替が進められてきました。

改正の背景

　従来の「フロン回収・破壊法」は、2001 年に制定されました。

モントリオール議定書によりオゾン層破壊物質の生産量及び消費

量の削減全廃が進められる過程で、フロン使用機器の廃棄に伴っ

て使用されていたフロンが大気中に放出されないようにすること

を目的とした法律でした。その対象は、自動車のカーエアコンと

業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されている CFC、HCFC 及

び HFC の 3 種類のフロンで、適切にフロンを回収し、破壊処理

を進めていくものでした。業務用冷凍空調機器のユーザーは、そ

の廃棄時のみに配慮すれば良かったことになります。

　しかし、この法律の大きな問題は、フロンの漏洩は廃棄時のみ

ではないことです。2009 年に経済産業省が調査した結果では、

業務用冷凍空調機器の使用中に年間 13～ 17％が漏洩しているこ

とが判明しています。廃棄時だけでなく、運転中も含めたライフ

サイクル全体にわたる包括的な対策が必要とされていました。

　さらに、もう一つの問題は、特定フロンから切り替えてきた代

替フロンの性質にあります。オゾン層破壊効果の低い代替フロン

は、特定フロンと同様に地球温暖化をもたらす温室効果は大き

かったのです。CO2 を１とした場合の温室効果の強さは数百倍か

ら 1 万倍に達します。そこで、温暖化対策としてのフロン規制も

必要となりました。

　そのために、フロン回収・破壊法を全面改正し、フロン類の使

用の合理化及び管理の適正化に関する法律、通称「フロン排出抑

制法」が制定されたのです。

改正法の全体像

　前述のとおり、温暖化対策としてライフサイクル全体を管理す

ることが必要となりますので、ライフサイクルの各ステージにお

いて次のポイントがあります。

ユーザー（管理者）がすべきこと

  業務用のエアコン、冷凍・冷蔵機器であって冷媒としてフロン類

が使用されているもの（「第一種特定製品」といい、家庭用エアコ

ン、冷蔵庫は含みません））のユーザー（法律では「管理者」）に

は、従来の廃棄時の工程管理票の交付による適切な回収・破壊に

加えて、次の義務が生じています。（例えば賃貸ビルで、入居者が

エアコンの管理をしない場合はビルオーナーが管理者となりま

す。）

環境法令 フロン法改正

 

 

フロン回収・破壊法が
フロン排出抑制法に大改正

ノンフロン、低 GWP（温暖化係数の

低い）フロンへの転換
ガスメーカー

ノンフロン、低 GWPフロンを使用す

る機器への転換
機器メーカー

適切な管理による漏洩の防止ユーザー

充填行為の適正化（修理せずに充填を

繰り返すことを禁止）
充填・回収業者

破壊・再生の確実化破壊・再生業者
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環境法令フロン法改正

① 簡易点検

３カ月に１回以上の簡易点検が必要です。点検の詳細については

「簡易点検の手引き」を参照されることをお薦めします。

（http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27

/index.htmlにてダウンロード可能）

② 定期点検

次の機器については、「十分な知見を有する者」による定期点検が

必要となります。

③ 漏洩発見時の対応

漏洩を発見した際には速やかな修理が必要です。修理をしないで

フロンの充填を繰り返すことは禁止されます。

④ 履歴の記録

点検、修理、充填、回収に関する履歴を記録し、その記録を当該

機器を廃棄するまで保存する必要があります。

⑤ 算定漏洩量の報告

年間にフロンを CO2換算で 1000トン以上漏洩した事業者は、

事業所管大臣に算定漏洩量を報告しなければなりません。

⑥ 機器を廃棄する際のフロンの回収

従来どおりです。

改正法の EMSへの反映
従来のフロン回収・破壊法は、廃棄時のみが対象であっため、

ISO 14001の審査においてもあまり焦点が当てられませんでし

た。しかし本改正により、審査においてもコンプライアンス上の

重要なポイントになることが考えられます。環境マネジメントシ

ステム（EMS）に関して、多くの組織に関連すると考えられる対

応は以下のとおりです。

4.4.3コミュニケーション

外部コミュニケーションは文書化して対応することが必要です。

この情報を得たら、自社の EMSに適用されるか否かを判断し、

対応が必要であれば文書化してから対応することが求められます。

4.3.2法的及びその他の要求事項

適用される法令を特定し参照できるようにすることが必要です。

法令登録表のような文書を作成している場合は、改正法の反映が

必要です。また、どの機器が対象になるかも重要です。簡易点検、

定期点検それぞれの対象機器を明確にすることが必要です。

4.3.1環境側面
改正法では使用中のフロンの漏洩に焦点が当てられています。環

境側面の見直しが期待されます。

4.4.6運用管理、4.5.1監視及び測定
業務用のエアコン、冷凍・冷蔵機器をどのように管理し、どのよ

うに点検するか、手順の必要性を確認し、日常管理、簡易点検、

定期点検を確実に実施することが必要です。

4.5.4記録の管理
点検、修理、充填、回収に関する履歴の記録が求められています。

記録のリストなどを作成している場合は、反映が必要です。

4.6マネジメントレビュー
マネジメントレビューにおけるインプット項目の「g）法的及びそ

の他の要求事項の進展を含む、変化している周囲の状況」として、

経営層に情報提供することが必要です。

　　機　器

空調機器

冷凍・冷蔵機器

  圧縮機電動機定格出力

7.5kw以上 50kw未満

50kw以上

7.5kw以上

　　頻　度

3年に 1回以上

1年に 1回以上

1年に 1回以上

http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html
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　2014年 11月 25日の医薬品医療機器等法（以下「新法」）の施行にともない、新 QMS省令が導入されました。新法に基づく QMS調

査の対応を万全にするためには、まず、新 QMS省令の条項を正しく理解することが欠かせません。

　旧法（薬事法）においては、QMS 適合性調査の対象は「製造業者」のみでしたが、新法においては、QMS 省令の運用は 『製造販売業

者』 の責任となりました。また、設計開発が告示で除外されていた品目においても、新法では 『主たる設計を行う製造所』 も QMS 省令の

対象となりました。 これらの変更をうけ、「何を、どこまで」対応すればよいのか、戸惑われている企業も多くいらっしゃることと思います。

　そこで BSI は、旧法に基づく QMS 省令と、新法に基づく QMS 省令の違いを分かりやすく解説するとともに、製造販売業者に求めら

れる責務、ならびに医療機器 品質マネジメントシステムの規格である ISO 13485 との差分についても解説する 「医薬品医療機器等法 新

QMS省令 解説セミナー」 を開催しております。

　本セミナーに参加することで、ISO 13485 を既に導入している組織は、「何を追加すれば新 QMS 省令へ対応できるのか」を明確に理

解することができます。また、これまで ISO 13485を導入したことがない、あるいは、旧法のもとで QMS調査を受けた経験のない組織

も、新 QMS省令へ対応するために何を準備すればよいのかを理解することができます。

このような方にお勧めです

医薬品医療機器等法のもとで QMS適合性調査の対象となる組織（※）に所属されている QMS担当の方

※医薬品医療機器等法における、「製造販売業者」、「製造所（設計）」、「製造所（一般）」、「製造所（保管）」

人気のコンテンツ

医薬品医療機器等法の法令・通知類 → 「BSI 薬機法 通知」で検索！

厚生労働省から発出された通知類、省令、告示等をまとめた便利ページ。最新規制状況のキャッチアップに最適です。

オンラインセミナー → 「BSI オンラインセミナー」で検索！

BSI の技術専門家が講師となり最新情報を解説する無料のオンラインセミナー。過去のセミナーも閲覧できます。

メディカル 新QMS省令

 

 

注目の医療機器認証 研修コース

医薬品医療機器等法 新QMS省令
解説セミナー

開催日程　8月 5日 (水 ) 9:30 - 17:30　BSIジャパン東京本社

受講料　通常： 34,000円（税抜／お一人様）

　　　　BSI医療機器認証のお客様特典：27,200円（税抜／お一人様）

セミナー詳細・お申込み → http://www.bsigroup.com/ja-JP/JPAL/jpal-trainings/QMS-ordinance/　

パワー
アップ

BSI医療機器認証のWEBサイト リニューアルしました！
http://medicaldevices.bsigroup.com/ja-JP/
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NEWS FLASH

BSI Training Academyがオープンしました！
　BSIジャパンの東京本社がある青山ビルの３階に、BSI Training Academyとして

新たなフロアができました。トレーニングコース受講にお越しくださるお客様、また日

頃ご愛顧いただいているお客様を、真っ白なスペースでおもてなししてまいります。是

非、私たちの新しいフロア『BSI Training Academy』にお越しください。

PAS 96:2014「故意の攻撃からの食品と飲料の保護及び
防御のためのガイドライン」邦訳版発売開始

　フードサプライチェーンでは、いずれの段階においても故意による攻撃といった脅威

のリスクがあり、昨年国内の食品事業者においても、さまざまな事件が発生しました。

PAS 96は、食品やフードサプライに対する脅威回避と緩和のためのガイドラインで、

2014年 10月に改定が行われました。2010年版より得たレビューを集約検討し、食

品偽装や業界動向・業界要求を含んだかたちでスコープが広げられました。

　リスクマネジメントメソッド、脅威評価重要管理点（TACCP）においては、食品詐

欺やサイバー犯罪の脅威についても範囲を広げています。

　偽装やその他攻撃からサプライチェーンの回復力を向上させるアプローチと手順を通

して、攻撃の可能性を最小化し、成功してしまった攻撃の影響を緩和することで、食品

の信頼性を確保することを目指しています。

　当 PASは、BSI ジャパン Web サイト（http://www.bsigroup.com/ja-JP/pub

lishing）から、お買い求めいただけます。[価格：¥17,280（税込）]

ISO 45001（労働安全衛生マネジメントシステム）
CD 2（委員会原案 2）発行
　労働安全衛生マネジメントシステムの新たな国際規格である ISO 45001は、2016

年 10月を発行予定として開発が進められています。ISO 45001開発における国際委

員会は、BSIの Charles Corrieを Secretariatとして、 55カ国以上からの専門家、

14のオブザーバー国、約 20のリエゾン機関と、労働安全衛生に関する問題や直面す

る課題に対しての知識や実践的な経験を持つエキスパートによって構成されています。

　CD（委員会原案）では、DIS（国際規格案）へ進行するための投票において、賛成

29 票、反対 17 票という結果となりました。ISO のルール上、開発段階の次のレベル

へ進むための 3 分の 2 の賛成が得られなかったため、ISO/PC 283は、世界 2500

のコメントを通じて新たな CD2（委員会原案 2）を 2015年 3月 25日に発表しまし

た。CD2に対する Pメンバー各国のコメントは 6月 5日までに ISO/PC283事務局

に提出することになっており、DISへ進めるための投票が再度行われる予定です。

（2015年 5月 15日現在）

NEWS FLASH
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　BSI ジャパンの新サービス「規格改定支援サービス」は、ISO 9001：2015 及び ISO 14001：2015 への移行を控えているお客様向

けのサービスです。2015 年版のトレーニングサービスも幅広くご用意したお得な内容となっております。詳しくは本冊子の 3 ページを

ご覧ください。

　弊社では、これまでもトレーニン

グビジネスに力を注いでまいりまし

たが、今後更なる発展を目指し、こ

のたび BSI Training Academy と称

した新たな研修スペースを東京本社 3

階に開設いたしました。

　ご受講いただく皆様に心地よく過

ごしていただけるように今まで以上

に最善を尽くしてまいります。

　ぜひ一度新しく生まれ変わった

BSI Training Academy にお越しく

ださい。

Training News

 

 

Training News

BSIジャパンではマネジメントシステム、ISO規格、内部監査などに関する研修、セミナーをご提供しています。

貴社の経営、事業運営における人材育成にどうぞお役立てください。

※コース開催日程の最新情報はこちらをご覧ください。

http://www.bsigroup.com/ja-JP/training/

BSI Training Academy 開設!

ISO 9001（品質）ISO 14001（環境）
規格改定支援サービス提供中
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Training News

 

出張研修、カスタマイズ研修のご案内

BSIグループジャパン株式会社　教育事業部

教育事業部メールアドレス： Japan.Training@bsigroup.com

WEBからのお申し込みはこちら：

TEL：03-6890-1175　FAX：03-6890-1182

　

BSIトレーニングコースのお問い合わせ・お申し込み

http://www.bsigroup.com/ja-JP/training

コースの詳細や開催スケジュール、今後登場する新コース情報など、「BSIトレーニングについてもっと知りたい。」という方は、

下記連絡先までお問い合わせください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

弊社ウェブサイトにてご案内している研修コース・セミナーの出張研修も承ります。貴社会議室などご指定の場所に講師を

派遣いたします。

他、貴社のニーズに合わせたカスタマイズ研修の企画・実施も行っております。お気軽にお問い合わせください。

　ITSMS（ISO/IEC 20000）入門コースが PMP® 資格保有者向け PDU 対象コースとして新たにスタート！ PMP®（プロジェクトマ

ネジメントプロフェッショナル）資格維持と共に IT サービスマネジメントシステムに関して学ぶことが可能となります。プロジェクトマ

ネジメントにも役立つ ITSMSの考え方を学び、ご自身のスキルアップにお役立てください。

PMP®資格保有者向け PDU対象コーススタート！

日程

7 月 10 日（金）
9：30 - 17：30 50,000 円BSI Training Academy

10 月 8 日（木）

時間 会場 受講料（税抜）

　昨年 7 月の経済産業省の報告により、2020 年に「世界で最もクレジットカード利用が安心・安全な国　日本」の実現を目標とする上

で、クレジットカードを含むペイメントカード情報を保有する加盟店及び決済代行会社などプロバイダーに対して PCI DSS の準拠が求め

られることになりました。本コースでは、PCI DSS を導入・構築するために必要な実践的なスキルとノウハウを習得できる内容となって

います。

PCI DSS 導入実践 1日コース新登場

注目コース

日程

7 月 2 日（木）
9：30 - 17：30 46,300 円BSI Training Academy

10 月 19 日（月）

時間 会場 受講料（税抜）

お問い合わせ・

お申込みはこちら



　twitter.com/BSIJapan

BSIグループジャパン株式会社  ｜  British Standards Institution（英国規格協会）

E-mail   Japan.Marketing@bsigroup.com      URL   http://www.bsigroup.com/ja-JP/

facebookページ： Twitterページ：　facebook.com/bsijapan

BSI 受審ガイドブック（お申込み～認証審査）のご案内

BSI 受審ガイドブック URL：
http://www.bsigroup.com/ja-JP/our-services/certification/certificationguide/

BSI ジャパンでは、「BSI 受審ガイドブック」をご用意しております。ISO認証審査に関する手順を簡潔に

記載しており、認証審査（初回審査、サーベイランス審査、再認証審査など）の際には、本ガイドブック

をご活用いただけます。本ガイドブックは下記URLよりダウンロードいただけます。なお、冊子による

提供は致しておりませんので、ご了承ください。

〒 107-0061
東京都港区北青山 2-12-28
青山（セイザン）ビル 5F
T: 03-6890-1172　　F: 03-6890-1182

東京本社

〒 541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町 4-1-3
大阪センタービル 13F
T: 06-6244-0770　　F: 06-6244-0550

大阪支店

〒 812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前 3-27-24
博多タナカビル 5F
T: 092-432-2647　　F: 092-432-2648

福岡支店

博多郵便局

福岡銀行
博多駅前支店博多駅前

2丁目

西日本シティ銀行
本店営業部

博多タナカビル5階

大
博
通
り

はかた駅前通り

http://www.facebook.com/bsijapan
http://twitter.com/bsijapan
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