
　前回の I ntertek Newsでお伝えしました様に、今年 年後半にISO 及び
が改正され、 年版として発行される予定となっています。皆様ご存じの様

に、現行の I SO は 年版、ISO は 年版であり、それぞれ今回
の改正までに、年及び 年の歳月が流れたわけです。今回の改正も踏まえ、少々、ISO

とはどのようなものなのかということについておさらいをしてみたいと思います。ISOは
ある非営利団体の組織の名前の略称であり、その本部は、スイスの国際都市であるジュ
ネーブにあります。ジュネーブは、このほかにも多くの国際機関があることで有名です。
（国連事務局もあります、ちなみにスイスの首都はベルンです。）

　ISOはInternational Organization for Standardization（国際標準化機構）の
略称ですが、なぜ、IOSと言わないかと言うと、ISOはギリシャ語（isos:平等という意味）
に語源があるとのことです。全世界を対象にするため言語による公平性を保とうとして
いるのが察せられます。

　ISOのHPによると、現在 以上の規格が発行されています。各規格は内容の
専門性が高いため、その作成や改正については、各規格に対して設置される技術委員会
（Technical Committee, TC）が責任を持つことになります。つまり、規格数だけその
委員会が存在することになり、各委員会には番号が付与されます。例えば ISO の
技術委員会は ISO/TC 、ISO のそれは ISO/TC と命名されていま
す。加えて各TC下には、複数の分科委員会（Sub-Committee, SC）、さらに作業委員
会（Working Group, WG）があり、改正作業等が細分化され実施されています。規格
は、年に一度内容を見直されることがISOの規定で決まっています。改正に至る作業
としては、委員会原案（Committee Draft, CD）、意見収集と反映、国際規格案
（Draft of International Standard, DIS）、意見収集と反映、最終国際規格案
（Final Draft of International Standard, FDIS）、意見収集と反映、国際規格
（International Standard, IS）という、長いプロセスを経て規格が発行されます。そ
の過程の中で、改正を行わない、追補改正、一部改正、全面改正を行う等の対応が決定
されます。各委員会メンバーは多国籍で構成、また各作成段階においてほぼ全世界から
意見の収集を行うこともあり、改正作業等には時間がかかることが容易に推測されます。
実は、規格が発行された瞬間から、次期改正規格の検討がはじまっていると言っても過
言ではないのです。このような長い時間をかけ、今回両規格とも同時期に改正が行われ
ることを鑑み、お客様にとって有益な改正であることを切に願うところです。
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前列左より） ㈱ミヤモリ 代表取締役会長 宮森利隆氏、速水発条㈱ 

代表取締役社長 飯田和正氏、石井富山県知事、㈱シキノハイテック 

代表取締役会長兼社長 塚田隆氏、テイカ製薬㈱ 代表取締役社長

松井竹史氏

【富山県ものづくり大賞】【富山県ものづくり大賞】

高度な技術開発により富山県内のものづくりの活性化に寄与された企業を顕彰し、ものづくり機運の一層の醸成を図ることを目的に
2010年度に創設。県内に本社や主な事業所、研究開発拠点などをおく企業を対象に、概ね3年以内に開発された技術や製品が表彰
されます。

株式会社シキノハイテック株式会社シキノハイテック
「静止画像圧縮伸長ハードウェアにおける超高精細画像技術の開発」「静止画像圧縮伸長ハードウェアにおける超高精細画像技術の開発」

【受賞技術・製品内容、受賞理由】

　デジタルカメラやスマートフォンでの画像の大量保存に不可欠なデー

タ圧縮回路の開発により、色や明るさの階調を飛躍的に増やし大幅な

画質向上を実現。また、本技術の採用実績が世界トップクラスを誇り、

市場からも高評価を受けている。

　富山県ものづくり大賞において、IT分野での大賞は初。最終製品に

ついても、自社による生産ではなく、ライセンス付与による生産である

など、知的財産を活用した新しいビジネスモデルである。

『人と社会を一歩先へ。常に進み続ける、それがシキノハイテックの技術です』

シキノハイテック様は、“挑戦なくして、成功はない”というシキノ・スピリットを根幹に、浮き沈みの激しい半導体事業からの脱却のた

め、エレクトロニクス分野に取り組み、新しい価値を創造されてきました。今後の更なる新技術開発での事業展開が期待されます。

速水発条株式会社速水発条株式会社
「自動製造機による自動車シートベルト用巻き取りぜんまいばねユニットの開発」「自動製造機による自動車シートベルト用巻き取りぜんまいばねユニットの開発」

【受賞技術・製品内容、受賞理由】

　世界で唯一、自動車シートベルト用巻き取りぜんまいばねユニット

製造の全自動化に成功。大幅な生産能力増強、品質改善、コスト低

減を実現した。自動車シートベルト用巻き取りぜんまいばねユニット

では、国内トップシェアを誇る。

　経済産業省による「元気なモノ作り中小企業300社」にも選定された

ことがある速水発条様では、製造する機械も自社開発し、確かな技

術と柔軟性で幅広い種類の製品を創造されています。今後の更なる躍進が期待されます。

第4回富山県ものづくり大賞決定! 受賞企業4社すべてお客様企業!!

　富山県主催の第4回富山県ものづくり大賞の受賞企業が決定し、

3月25日に富山県内のホテルにて表彰式が行われました。IT分野

では初の大賞受賞となるシキノハイテック様（魚津市）、優秀賞受賞

の速水発条様（高岡市）、特別賞受賞のテイカ製薬様（富山市）・ミ

ヤモリ様（小矢部市）の4社すべてがインターテック・サーティフィ

ケーションのお客様でした。

　富山県は、日本海側屈指の工業集積を形成し、ものづくりが産業・

文化の発展を支えてきた「ものづくり県」と言えます。県ものづくり大

賞では、ほぼ毎回弊社のお客様が表彰されていましたが、今回は受

賞企業全4社のお客様が表彰され、うれしさも一際です。受賞され

た皆様、おめでとうございます。今号では受賞された4社のお客様企

業をご紹介させて頂きます。

大賞大賞大賞大賞大賞大賞

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

http://www.shikino.co.jp/http://www.shikino.co.jp/

http://www.hayamizu-hatsujo.co.jp/http://www.hayamizu-hatsujo.co.jp/

所 在 地 ：

代 表 者 ：

創 　 立 ：

営業品目：

取得規格：

富山県魚津市吉島

代表取締役会長兼社長
塚田 隆　氏

1975年1月29日

電子応用機器の設計
製作

ISO9001、ISO14001、 
ISO27001

【会社概要】

所 在 地 ：

代 表 者 ：

創 　 立 ：

営業品目：

取得規格：

富山県高岡市伏木国分

代表取締役社長
飯田 和正　氏

1953年11月30日
（1946年創業）

金属製品製造業

ISO9001、ISO14001

【会社概要】
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http://www.miyamori-co.com/http://www.miyamori-co.com/
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テイカ製薬株式会社テイカ製薬株式会社
「口腔内崩壊錠の製剤技術『howatt®技術』の開発」「口腔内崩壊錠の製剤技術『howatt®技術』の開発」

【受賞技術・製品内容、受賞理由】
　幼児や高齢者などの嚥下が難しい患者を対象に、口腔内で少量の唾
液のみで速やかに崩壊する錠剤を開発。既存設備で製造可能なことか
ら、従来の錠剤と同程度のコストで提供できる点も評価された。

【受賞技術・製品内容、受賞理由】
　ガラス繊維のニット化技術や、分割構造による形状の最適化技術を独自
に開発し、伸縮性と運動性を高めることにより、従来にないレベルの耐久
性を実現するとともに、軽量性、コストパフォーマンスに優れたロボット用防
護カバーを開発。ロボット以外に、人用のウェアへの応用が期待される。

　『優れた医薬品を世の中に提供する』を信条に、研究・開発に取組まれ
ているテイカ製薬様は、今年6月に創立70周年を迎えられました。今後も
信頼される医薬品を目指して更なる進化・チャレンジを続けていかれるものと思います。

　社員全員が検査員という意識で品質管理に取り組まれているミヤモリ様は、
2012年度「第50回全国繊維技術交流プラザ」で「中小企業庁長官賞」を受賞。更なる発展に期待です。

株式会社ミヤモリ株式会社ミヤモリ
「伸縮性に優れた高耐久ロボットウェアの開発」「伸縮性に優れた高耐久ロボットウェアの開発」

富山県について富山県について富山県について富山県について富山県について富山県について

　この度の富山県ものづくり大賞を受賞された4社の受賞企業のすべてが当社のお客様で独占されたことは、我々にとっても大変名誉
なことと心よりお喜びを申し上げます。
 当社、新年号「ISO関連季刊情報誌 Intertek News Vol.47」の新年のご挨拶にも書かせて頂きましたが、5年後の東京オリンピックに挑
む選手同様、常に冒険とチャレンジ精神を忘れず、ベンチャーから老舗、ナノテクノロジーから重厚長大、多種多様なお客様の知財を
溶解・結合して様々なオープンイノベーションを誘発できる集積基地・プラットフォームとして、また、マネジメントシステムでお客様の事
業に有形・無形のモノ・コトのイノベーションを巻き起こすタービンとして、これからもお客様との相互依存の心構えを肝に銘じ、お客様
の事業が更に発展・成功なさいます様、継続的改善を促す触媒となって、一層の努力を重ねて参る所存でございます。変わらぬお引き
立ての程何卒よろしくお願い申し上げます。                                                            

お祝いのことばお祝いのことば                                                                        

         インターテック・サーティフィケーション株式会社　代表取締役　坂井 喜好         インターテック・サーティフィケーション株式会社　代表取締役　坂井 喜好

　北陸地区担当営業・審査員    辻 誠淳 ・ 中川 和栄　北陸地区担当営業・審査員    辻 誠淳 ・ 中川 和栄

　この度の受賞、誠におめでとうございます。各社の製品、取り組みが高く評価された結果だと思います。4社の各ご担当者様には、審
査時や研修時、また営業訪問時などにもお目にかかったことがありますので、尚更大変うれしく思っております。今後とも、ものづくりの
富山県を代表する企業として、更なるご活躍をお祈りしております。

所在地：

代表者 ：

創 　 立 ：

営業品目：

取得規格：

富山県富山市荒川

代表取締役社長
松井 竹史　氏

1945年6月1日
医薬品の製造販売

ISO14001

【会社概要】

所在地 ：

代表者 ：

創 　 立 ：

営業品目：

取得規格：

富山県小矢部市埴生

代表取締役社長
大柳 英樹　氏

1966年8月
スポーツカジュアルウェ
ア企画製造

ISO9001

【会社概要】

　富山県は、北陸3県（石川・富山・福井）の１つで、富山市を

中心に半径50kmというまとまりのよい地形が特徴です。標

高3000m級の山々が連なる立山連峰、日本一の落差を誇る

大迫力の称名滝、水深1000mを超える富山湾など、変化に

富んだ美しく豊かな自然環境に恵まれています。

　良質な富山米やチューリップなど全国に誇る特産品の生産

が活発に行われる一方、日本海側屈指の工業集積を形成し

ている「ものづくり県」でもあります。質の高い労働力と豊富

な電力・水資源に支えられ、医薬品・アルミ関連産業を中心

に、近年は環境、バイオ、IT関連産業など調和の取れた産

業育成が進められています。

　今年3月の北陸新幹線の開業によりさらなる活性化・発展

が期待されています。　　　　　　　　　　　　   （富山県HP参照）
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　当誌が発行される頃は、ちょうど、規格改正のいろいろ

な情報が出ている頃と予測されます。また、審査員も規

格改正の教育を受けている 中です。ただ、私にとって、

規格の○○がどうなったとか、言葉の意味は○○だとか、

なかなか興味がわかなくて落ちこぼれないよう頑張って

います。

　そんな中、弊社でも、多くの審査員、関係者、組織の

ISO担当者などに読まれている、マネジメントシステム規

格の専門月刊誌アイソスを長年愛読しています。先日、3

月号をパラパラめくっていますと、ある異質？な記事に吸

い寄せられました。それは、「何もしない選択肢」という記

事でした。その記事をかいつまむと、以下のようでした。

・前回の改正でも、組織に労力と時間を消費させただけ

でメリットは何も無かった。

・ISO14001の「リスク及び機会への取組」こんなものは当然

で織り込んでいないマネジメントシステムは存在しない。

・あえて、マネジメントシステムの見直しや変更をするとし

たら、審査前では無く、審査後、妥当かつ有益な指摘

であれば改善すれば良い。

・ISO規格に実務を合わせるようなことは絶対にしてはい

けない。

・何もしないことを提案する。

・必要なのは発想の転換と実行する勇気だけである。

　「何もしない」ことをお奨めできませんが、普段の仕事

で、幹部が出席するミーティング（マネジメントレビューな

どに関係する）や、仕事や法律を守っているかの監視

（内部監査などに関係する）などはされているはずです。

また、今回規格の改正で強調されている点も、組織では

あたりまえのことかも知れません。

　先日行われた審査員会議で使用された、社内のグ

ローバル資料によると、「現在使用しているマニュアルな

どを新しい条項に沿って順番を入れ替えたり、再構成し

たりすることは必須ではありません。新しい要求事項に

合致していれば適合していると言えます」と記載されて

います。ただ、必須では無いとは言え、そのままのマ

ニュアルなどで審査を受けられて、新しい要求事項に不

足が出れば、対応して頂く必要があります。

　また、次号（秋号）の当誌、規格改正記事も、目を通し

て頂きたいと思います。さらに、今年末に発行予定され

るISO14001・ISO9001の（JIS翻訳）版を（財）日本規格協

会より購入（ネット購入可）して頂くことです。従来の規格

要求事項はISO14001（JIS翻訳）約4ページ、ISO9001

（JIS翻訳）約12ページです。

　そして、来年以降対応可能時期が来れば、再認証審

査（認証取得後3、6、9年～）のタイミングで2015年版へ

の移行審査を申し込んで頂きたいということです。（理

由：未定ですが維持審査時の移行は追加コストが発生

する場合もありますので）

　規格改正後の審査で問題になる一例があるとすれば、

以下のような組織に違いありません。

①環境法を守らずに、環境汚染を継続している組織

②顧客に不満ばかり与えて、適正な収益を継続できな

い組織

③企業理念、企業倫理、企業統治、企業戦略、企業文

化の５つの経営システムが崩壊して、腐り果て脳死

（休眠）状態の組織

弊社のお客様に、そのような例はほとんど無かったと思

います。

〔参考文献：「何もしないという選択

肢」,『月刊アイソス』2015年3月号, 

P33-34, システム規格社〕
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インターテック主任審査員　美濃インターテック主任審査員　美濃 英雄 英雄

20152015年版　　　　　　　 への対応年版　　　　　　　 への対応（一例）（一例）

－ 改正準備に向けて －

規 格 改 正

美濃 英雄（みの ひでお）

2001年入社。JRCA品質主任審査員、CEAR
環境主任審査員、平均審査日数年間200日。

環境科学博士。



連載よ み も のよ み も の

審 員 理の

　株式会社東京ドーム様では、運営する東京ドームシティ

内にエネルギー消費量の大きな施設を保有することから、

東京ドームをはじめとして、環境対策システムの導入を

実現されています。

　例として、水道水の使用量を削減するために、東京ドーム

では屋根に降った雨を利用した「雨水利用型中水道シス

テム」、ラクーア・ミーツポート・東京ドームホテルでは飲食

店舗の厨房排水を利用した「中水道システム」を導入され

ています。また、空調設備の二酸化炭素排出量を削減

するために、後楽園ホールビル・黄色いビル・東京ドーム

ホテルでは下水熱を利用した「地域冷暖房システム」、ラ

クーア・東京ドームホテルでは深夜電力を利用した「氷蓄

熱システム」を導入されています。

　ご担当者の方は「東京ドームシティでは、社会的責任の

追求を念頭に、今後も積極的に環境への取り組みを実施

していきます。」と話しておられました。

　前回までは、環境側面の特定について述べました。規格

では、特定した環境側面の中から「著しい環境側面」を決

定することが要求されています。この決定方法については、

規格では特に規定していませんが、「組織は、そのマネジ

メントシステムを確立し、実施し、維持するうえで著しい環

境側面を確実に考慮に入れること。」との要求事項がありま

す。これはEMSでの管理の対象となる環境側面を決定する、

と読み替えても良いと思います。

　著しい環境側面の決定について、スコアをつけて複雑な

計算式で判定している組織が多いことを感じます。このよう

な判断基準での結果として、当然管理すべき環境側面が、

スコアが基準を満たしていないがために「著しい」とされて

いない例も見かけます。スコアをつけると定量的に評価し

ているように思われますが、スコアをつける段階での判断

により結果が影響されます。（発生の確率）×（影響の大き

さ）という判定方法は事故時や非定常時の評価には有効

でしょう。環境事故の起こる可能性と発生時の影響を考え、

滅多に起こり得ないこと、起こっても影響が小さいものは特

別な管理は要らないと判断するのは妥当なことと考えられ

ます。しかし、定常時の環境側面にこの判定方法を適用し

た場合、発生の確率は 大スコアになるべきでしょうが、小

さく評価されている例を見かけます。スコアをつけずに、定

性的に決定する方法もあります。例えば、「法律で規制さ

れているか？」、「管理することが方針に合致するか？」、

「これまで苦情や事故があったか？」、などの項目に一つ

でも該当するものは著しい環境側面とするもので、こちらの

方が見落としは少ないように感じます。著しい環境側面は

管理の対象であり、管理方法としては、目的・目標として改

善する（4.3.3)、手順で管理する(4.4.6)、監視・測定をする

（4.5.1)、緊急時に備える（4.4.7)などが

考えられ、特定された著しい環境側面

がこれらの管理方法にリンクされ、整合

がとれているのが望ましい状態と考えら

れます。

http:/ /www.tokyo-dome.co.jp/
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様
 （温室効果ガス検証登録）

〔取材者〕 審査員 美濃 英雄 Hideo Mino

環境主任審査員 大村 敏夫 Toshio Omura

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ

 第1 第16回　回　（環境編）（環境編） 第16回　（環境編）

「環境側面（3）」

氷蓄熱システム

地域冷暖房配管

©JAXA©JAXA
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環境主任審査員　郷古 宣昭 Nobuaki Goko

47

47
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「最近感動したこと」

審査員からのエッセイをお楽しみください。

2015.7

審査員リレーエッセイ

連載｢環境とISO14001｣
「COP21合意に向けて／作業部会の奮闘」 環境主任審査員 郷古 宣昭 Nobuaki Goko

「交渉テキスト」の取りまとめ「交渉テキスト」の取りまとめ

　2015年12月のCOP21(気候変動枠組条約

締約国会議第21回会合)では2020年以降の

新しい国際枠組みの合意が予定されていま

す。その合意の下書きとなる「交渉テキスト」

の取りまとめが2015年2月8～13日にジュネー

ブで行われました。会議はこれ迄の各国の対

立点については論点を整理するに留めたた

め、異例の順調さでまとまりました。交渉テキ

ストに記載される「要素」は以下の通りです。

[緩和]：[緩和]：温室効果ガスの排出削減のこと。

[適応]：[適応]：気候変動の悪影響に備えることで、

例えば以下のような対策です。

水資源（水利用の効率化、雨水利用の普

及、貯水池整備）、食料（植付け・収穫時

期変更、土壌の保水性改善、品種改良）、

洪水・沿岸浸食（防潮堤嵩上げ、都市排

水能力向上、植林）、生態系保護（緑地

ネットワークによる生物移動空間確保、砂

浜保全）、健康（熱中症予防、感染症予

防）

[技術の開発と移転]：[技術の開発と移転]：「緩和」と「適応」に取り

組む途上国への技術支援。日本政府は

COP19開催中にイベントスペースを設置

して積極的に情報を発信して12か国と二

国間クレジットの署名を得ましたが、二

国間クレジットをどう取扱うかはまだ決

まっていません。

[キャパシティービルディング]：[キャパシティービルディング]：途上国に

対する人材育成や研修支援。

[資金]：[資金]：上記の途上国支援のために先進

国が拠出する資金。2010年に1000億

ドルを約束しているが、あまりに高額な

ためにどのように集めるか未定です。

[損失と被害]：[損失と被害]：気候変動に適応可能な範囲

を超えて発生した途上国の損失・被害に

対 し て 先 進 国 が 救 済 ・ 補 填 す る こ と 。

COP19で基本合意しているが、具体的な

運用方法は未定です。

未解決の難題未解決の難題

(1) ) 「共通だが差異のある責任」の原則「共通だが差異のある責任」の原則

　京都議定書では温室効果ガスの削減義務

を負わなかった途上国が、今度の枠組では

削減義務を負うことになりますが、これに関し

て「差異のある責任」の明示を求めている途

上国と、京都議定書時代の先進国／途上国

の二分化は無意味であるとする先進国では

資金支援義務を巡って対立しています。

(2) ) 気温上昇2℃目標に足らぬ削減量気温上昇2℃目標に足らぬ削減量

　現在、主要国から出ている目標（付表参

照）では気温上昇2℃目標に必要な削減量

の半分程度しか満たしていません。COP21

までに各国が削減量を大幅に上げる見込み

も乏しいため、合意書自体に「削減量引き上

げメカニズム」を盛り込む案も出ています。

長期的な国際合意を目指して長期的な国際合意を目指して

　各国が約束する目標は2025年もしくは

2030年に達成することを前提として議論され

ていますが、その次の目標を決める「改訂の

仕組」を盛り込み、PDCAサイクルをして長

期的に運用することが提案されています。ま

た、各国の目標は自主的に決定することか

ら、目標達成に対する法的拘束力をどの程

度持たせるか予断はできません。

　COP21(2015年12月)迄間があるので、次

回は資源に関する話題を提供します。

　彼女を初めて見たのは、地元青森での

初ライブでした。介護士として勤務した

彼女は、歌手になりたいという夢をずっと

言えなかったのを、高校時代の恩師に

背中を押され歌手を目指しました。サイ

ン会の列で前にいたご夫婦が何枚もの

CDを手に、「娘の名前でサインをお願いします。」と言った次の瞬間、彼女の瞳から大粒

の涙が・・・。聞くと若くして亡くなられた恩師のご両親でした。今の自分を恩師に見せてあげたかったと、ピュアで

透き通った歌声と感動を我々に届けてくれました。

　私も審査員として、お客様に感動して頂けるような審査を目指すべく、精進することを改めて決意しているところです。
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青森県弘前市　    

 神  隆夫
（じん   たかお）

専門分野：ISO9001・ISO14001－土木・ビル・建設・道路・
工事業に関する研究開発・設計・建設コンサルタ
ント

国・地域

EU

米国

中国

ロシア

日本

　　達成年

2030年

2025年

2030年

2025-2030年

2030年

　　　　  温室効果ガス削減量

1990年の40％

2005年の26-28％

減少に転ずる（ピークアウト）

1990年の25-30％

2013年の26％（2005年の21.6％）

主要国の申請削減目標 （2015年4月現在）

付表



▶ http:/ /www.momonoura-kakil lc.co.jp/

　当社は2005年ISO9001を認証取得し、今年で10年が経

過しました。『お客様第一主義で社会貢献し、信頼に応え

る地域オンリーワン企業を目指します』というのが当社の品

質方針です。毎年改善活動を行うことで、従業員の技術力

アップ、現場の安全管理、またお客様からの評価も高まる

など、システムの効果を感じています。

　2014年8月20日、いつも通り起き、会社のある広島市安佐

南区に向っていると異常に騒がしく、消防車、救急車、パト

カーが走っていました。私の住んでいる東区では感じな

かった事が起こっていました。土砂災害・・・。

　昨夜からの雨、雷がひどいと感じる程度でしたが、安佐

南区緑井、八木地区では土砂災害による家の倒壊、行方

不明者、ライフラインの切断等、信じがたい出来事が起き

ていました。会社のみんなが復旧のため現場に駆けつけ

ていました。昼過ぎには区役所から電話で災害復旧への

対応要請があり、対応方法についての指示があり、当社は

緑井地区の一部を対応しました。現場エリアを見るとすべ

てが流された状態で、初めて自然の驚異を知りました。こ

こから毎日、日に20～30往復をダンプで来る日も来る日も

土砂撤去をし、約2ヶ月掛かって何とか応急復旧が終わり

ました。

　まだまだ完全復興には遠い中、雨や地震等がないうちに

早く以前と同じように暮らせるようにと、私は願っています。

　桃浦かき生産者合同会社は、石巻市桃浦のかき養殖漁業

者と株式会社仙台水産により設立された会社です。宮城県

石巻市の牡鹿半島に桃浦（もものうら）という小さな湾があり、

ここで生まれ育った「桃浦かき」を私たちは取り扱っています。

　実質的な事業開始は2013年10月。養殖施設を整え、漁

船も確保し、加工場を建設し、生産・加工・販売の一体化を

本格的にスタートさせました。そして、2014年に「生食用・加

熱用かきの加工」の認証範囲でISO22000を認証取得致し

ました。

　私たちは、新たな取組みとして次の3つを行っています。

（1）「見える化漁業」を目指したIT技術の導入、シングル

シード養殖等の新技術を導入して、生産性の向上と高品質

化を図っております。（2）ISO22000認証工場にて、新冷凍

技術の導入で鮮度維持のままの冷凍商品製造、衛生検査

室を完備し安全安心な商品づくりを実施しております。(3)

超高圧機械による自動カキ剥き機も導入しました。

　また、製品面では、生かきの剥きたての味そのままにお届

けできる水なしパックを商品化し、蒸しカキや燻製牡蠣製品

の設備も導入し、皆さまの

多様なニーズに沿った商品

群を提供させていただいて

おります。

　私たちの目的は、漁業の

復興の枠を超えて地域の振

興そして漁業を再生・復興

を実現することです。

広島土石流災害緊急対応

ひと味違う桃浦産

進藤建設株式会社  （ISO9001：2008認証登録） ISO事務局　道正 美和

業務執行社員　阿部 武志桃浦かき生産者合同会社  （ISO22000：2005認証登録）
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災害発生現場　　　　　　  復旧作業現場

かき収穫風景

かき加工場と桃浦

▲

▲
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内部監査員研修コース

http://www.moodygroup.co.jp/mic_index.htm

研修コースのご案内研修コースのご案内

審査員研修コース

●
●
●

マネジメントシステムの維持・改善のために必須の内部監査。

その知識とスキルを身に付けます。これから導入を予定されて

いる企業や、既に導入され更に効果的な運用を目指される

組織の皆様方にもお薦めです。

審査員への 初のステップです。合格すると、審査員補になる

資格が得られます。内部監査リーダーの方にもお薦めです。

内部監査員コース

9001／14001／18001／27001／39001 （2日間）

ISO9001：IRCA認定 審査員研修コース　　　　　 （5日間）

ISO14001：IRCA認定 移行型審査員研修コース  　 （3日間）

OHSAS18001：IRCA認定 移行型審査員研修コース（3日間）

東京・大阪・富山・金沢・新潟・福井・他

品質／環境／労働安全衛生／情報セキュリティ／道路交

通安全マネジメントシステムの導入を予定／検討している

システムをより効果的に運用したい　　

効果的な内部監査を行いたい

東京

審査員の目で内部監査を行いたい

内部監査グループのリーダーに任命された　　

将来審査員を目指している 

号は、富山県のお客様紹介記事にちなみ、北陸新幹線について取り

上げてみます。今年3月14日に開業した北陸新幹線は、整備新幹線

5路線の一つで、東京から上信越・北陸を経て大阪までを結ぶ約

700kmを計画するものです。1997年、冬季五輪を前年に控えた長野まで先

行開業され、今年18年ぶりに長野-金沢間が延伸されました。金沢-敦賀間

は2022年度の開業を目指すことが決定し、さらに敦賀から大阪に至るルート

の決定が待たれていますが、今回の開業では、東京都・埼玉県・群馬県・長

野県・新潟県・富山県・石川県の7都県が約2時間半で結ばれ、首都圏、中京

圏、関西圏間の交流の広がりが期待されています。

　共同開発された新車両はE7系とW7系の2種でほぼ同一仕様。E（East）は

JR東日本、W（West）はJR西日本の所有を表しています。デザインは、イタリ

ア人以外で初めてフェラーリをデザインしたことでも知られる工業デザイナー

の奥山清行氏が監修。「和の未来」をコンセプトに日本の伝統と 新技術を

融合させています。12両編成の車両は3つのクラスに分けられ、先頭には、

グリーン車より上位クラスとなる「グランクラス」も導入されています。1両にわ

ずか18席のみのゆったりとした座席は電動リクライニング機能やレッグレスト、

読書灯を備えており、専任アテンダントによるサービスもあるそうです。

　7都県を走る北陸新幹線は、高崎-上越妙高がJR東日本、上越妙高-金沢が

JR西日本の管轄で、両社の区間をまたいで運行する列車の乗務員は、境界

駅の上越妙高駅ではなく全列車が停車する長野駅で交代します。また北陸新

幹線は、4つの電力会社の管轄エリア（東京電力・東北電力：50Hz、中部電

力・北陸電力・60Hz）を通り、走行中3回も周波数が切り替わるため、両周波

数に対応した車両システムになっています。ちなみに、東海道新幹線は西日

本の60Hz、東北新幹線は東日本の50Hzに統一して運用されているそうです。

　また、各駅の工夫を凝らした発車メロディーも話題です。富山駅では、尾崎

豊さんや玉置浩二さんの曲をプロデュースした富山県出身の須藤晃氏が、金

沢駅ではPerfumeやきゃりーぱみゅぱみゅさんのプロデューサーとして知ら

れる地元出身の中田ヤスタカ氏が作曲するなど、地元にゆかりのあるアー

ティストが制作したオリジナル曲や地元にちなんだ曲になっているそうです。

和の伝統美と 新技術を導入した北陸新幹線では、車内だけでなく、車窓か

らの大自然やご当地発車メロディーなども楽しめそうですね。（北陸新幹線ス

ペシャルサイト、JR西日本、JRおでかけネットHP参照）

今今

研修コースを通して
ISO9001・ISO14001内部監査員コース、他セミナー講師

ISO9001・ISO14001審査員

船井 勲

　ISO9001・ISO14001内部監査員コースを中心に、

セミナー講師などをさせて頂いております。

　皆様の仕事において改善活動は日常的かと思い

ますが、それは単に発生した不適合を直す（修正

処置）だけでなく、二度と起こらないようにする（再

発防止処置）まで完了する必要があり、活動に深く

精通されているからこその難しさがあります。

　セミナーでお会いする「ISOは初心者です」という

方々の既成事実にとらわれない発想には改善活動

がすすむヒントがある気がします。セミナーを通じ、

ISO経歴のベテ

ラン、新人の方

が違った角度か

ら御社のシステ

ムを見直すきっ

かけが発見でき

れば幸いです。

講師からのお便り

ふない   いさお


