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1.はじめに

日本バイリーン㈱は滋賀工場，東

京工場の両事業所において，環境マ

ネジメントに関する国際規格

ISO14001 の認証を，審査登録機関

「日本化学キューエイ㈱」（略称

JCQA）からそれぞれ1998年 3月 23

日，4月13日付けで取得した。

ISO14001とはISO（国際標準化機

構）が地球環境問題の国際的な関心

の高まりを受け，企業活動の地球環

境への負荷を低減するツールとして

96年9月に制定したISO14000シリー

ズのひとつである。

日本では同年10月にJISQ14000シ

リーズとして完全翻訳の形で規格化

され，同時に同規格を用いた審査登

録制度が発足し，産業界への取組み

が進められてきた。

日本国内における登録実績は，

ISO9000 シリーズの場合に比べてハ

イペースの立ち上がりを示し，98年

3月末時点で800件を超える登録があ

り，月ごとに増加傾向で推移してい

る。

業種ではISO9000シリーズと同様

に電気，機械などの輸出関連業種が

多く，次に化学関連となっている。

しかしその広がりは製造業のみ

ならず，件数としてはまだ多くはな

いが，流通，サービス，金融，さらに

は病院，行政も取得を目指すという

ように，幅広い分野の対応が

ISO14000 シリーズのひとつの特徴

になっている。

2. 取組みのきっかけ

当社では89 年にすでに化学業界

が進めていた環境安全対策の行動規

範レスポンシブル・ケアを参考にし

た環境保安委員会を設置し，全社的

な活動として安全衛生，防災，環境保

全の取組みを進めてきた。

このため地球環境に対する企業

の社会的責任の重要性は社内的によ

く認識されていた。そしてISO14000

シリーズ規格の制定は，従来の活動

を環境管理システムとして体系的に

整備し，規格が求める「汚染の防止」

「継続的改善」に積極的に取り組む機

会を与えるものとしてスムーズに受

け入られた。

認証取得の取組みに対しては，両

工場がすでに95年3月に不織布業界

各社に先がけ ISO9001の認証を取得

していることから，同業界で先行す

ることも重要な要素として，いち早

く経営判断が打ち出された。

活動は1年の計画で97年4月にス

タートし，この種の活動ではよくあ

る前半の遅れを後半の加速度的な追

い込みで乗り切るという進め方に

なったが，計画通りに認証を取得し，

今回も同業界で先行する結果となっ

た（図1）。

そこで，これから認証取得を計画

される企業の一助と考え，東京工場

の活動を例にとり推進組織，活動の

ポイント，実際の審査風景などを紹

介する。

なお部署名，役職名は活動当時の

名称とする。

図1　登録証

ISO14001認証取得への取組み
日本バイリーン㈱東京工場

品質管理部  品質保証課長

吉 井　明
AKIRA  YOSHII
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3. 推進組織および活動スケジ

  ュール

（1）推進準備委員会

97年1月に生産管掌役員が統括責

任者となり，事務局を本社技術生産

管理部に設置し，両工場の ISO9001

取得活動経験者各1 名をメンバーに

推進準備委員会を発足させた。

推進準備委員会の主な役割は，で

きるだけ多くの関連情報を収集して

経営的な観点でのプランニングを行

い，認証取得活動に対する社内的な

承認を得ることである。プランニン

グに必要な最新で正確な情報を入手

するには審査機関とのコンタクトが

一番であり，まずどの審査機関を選

定するかが重要になる。

当社の場合はすでにISO9001の認

証を化学分野を審査範囲とする

JCQAから取得しており，品質，環境

を同一審査機関にする方針から

JCQAに決定した。

推進準備委員会の活動は認証取

得計画としてまとめ（表1），役員会

の承認を得た。そして97年4月 1日

付け社長メッセージをもって認証取

得活動がキックオフされ，両工場で

の具体的な活動を開始した。

（2）ISO14001推進組織

工場内での推進活動は環境管理

責任者と事務局が実質的に中心とな

る。このため推進準備委員会では

ISO9001 の活動経験を活かすことか

ら事務局のみを品質保証課に設置す

ることを決め，環境管理責任者の人

選，事務局の人員構成については両

工場に主体性をもたせることとし

た。

環境管理責任者の人選は他社の

事例をみても，品質管理部門の責任

者でほとんどが決まっていた品質シ

ステムと違い，実際に総務部門，環境

管理部門または技術部門の責任者と

いろいろ特徴がある。

当工場では環境管理責任者は環

境管理部門から施設グループ長を人

選し，また事務局は新たに人員を投

入せず既存構成員2 名の少数体制で

進めることとした。

次は全員が共通の認識をもち一

丸となった活動とするために，各部

署の責任，役割を明確にし，推進組織

として組織化するステップである。

この組織化は，システムの適用範

囲をどこで線を引くか，つまりどこ

の部署を活動に参加させるかという

ことで活動の大きさが決まり，とく

に重要である。共通点が多いといわ

れるISO9000シリーズとISO14000シ

リーズの中でまず最初の違いがここ

で出てくる。

品質システムでは受審側の事情

でこの適用範囲の大きさを選択でき

た。しかし環境の場合は審査の対象

を事業所の敷地を基本としており，

審査機関は敷地内に駐在する関係会

社，委託業者に対してもシステムに

含めることを指導する。

このことは品質システムで範囲

外とした敷地内に駐在する本社組織

も当然含めることになる。これらの

部署の取扱いにはいくつかの方法が

あり，システム内の一部署として同

レベルで活動をしてもらう方法，ま

たは管理部署を定め，その管理の中

で活動をしてもらう方法がある。

後者の場合は，審査機関にもよる

が，一般的に該当部署を審査対象と

せず，管理部署の審査で完結させる

方法をとる。事業所の形態は企業ご

とにさまざまなケースがあり，曖昧

な点に対しては審査機関に確認し，

この段階で確実に解決しておくこと

を勧める。

このようなことから活動の規模，

審査形態まで変える適用範囲に対し

ては，いろいろの角度での議論を重

ね，最終的には総人数約5 0 0 名の

ISO14001推進組織が決定し，同時に

工場長を委員長に，各部署長を委員

とした ISO14001 推進委員会が発足

した（図2）。　

そして工場敷地全体が活動の対

象となることを全員に徹底するため

に適用範囲の呼称を「東京工場サイ

ト」と統一した。

（3）活動スケジュール

ISO9001とISO14001との大きな違

いは当然ながらその規格内容からく

 工場長 工場部門（６部署） 関係会社（１社）
委託業者（２社）

環境管理責任者 技術部門（５組織）

関係会社（１社）

線の関係は従属関係を示す

図２　東京工場サイトの ISO14001推進組織

表１　認証取得計画

取得対象事業所 滋賀工場，東京工場の各工場単位

取得ターゲット 1998年 3月に実地審査を受審

推進体制 統括責任者　　生産管掌役員

統括事務局 技術生産管理部

取得責任者 工場長

取得副責任者 環境管理責任者

事務局 品質保証課

活動費用 想定される全費用を概算
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るものである。ISO9001の場合は要

求事項がほぼ業務の機能に割り当て

られているため，活動は各部署の業

務を明らかにすることから始めるこ

とができた。

しかしISO14001の場合は，まず事

前に行わなければならない大きなボ

リュームを占める活動がある。それ

は環境調査と環境影響評価である。

この結果はすべての活動のベースに

なり，またシステムの方向性を決め

るため，スケジュール前半の大部分

はこれらの活動に当てることになっ

た。

JCQA の環境審査は文書審査，事

前訪問審査，実地審査の3つのステッ

プで進められ，品質の場合にはない

事前訪問審査が新たに加わる。

これは環境との関わりが事業所

ごとに多様化していることから，実

地審査に先立ちチェックすること

で，間違った規格の解釈や重大欠点

につながるシステムの抜けをなくす

こと，またシステムの仕上り具合い

から予定通り実地審査に移行できる

かどうかを確認することを目的と

している。

通常，事前訪問審査では3ヵ月の

運用記録が前提となり，実地審査は

事前訪問審査後2 ヵ月くらいに設定

する。

全体のスケジュールは最終ター

ゲットである98年3月の実地審査か

ら予め分かっているこれらを遡り，

それに必要な活動を逆算して盛り込

む形で計画した（表2）。

やはりすでにISO9001で認証取得

活動を経験しているということが，

活動のポイントをどこに置くか判断

する点で大いに役立った。

4.  ISO14000シリーズ規格の

   概要

86年にISO9000シリーズとして初

めて制定された品質に対するシステ

ム規格は，その10年後に環境に対し

て ISO14000 シリーズとして制定さ

れた。

このシステム規格とは，品質や環

境そのものへの直接的な要求ではな

く，組織が品質や環境を管理するた

めに構築するシステムに対する要求

である。

両者はシステム規格ということ

表3　ISO9001と ISO14001の要求事項の対比表

表2　スケジュール表

43



44 NONWOVENS  REVIEW

からその内容にはかなりの部分で共

通点がありISO9001，ISO14001の要

求事項の対比表を表3に示す。

しかし大きな違いが2つある。

ひとつには「環境マネージメント

システム規格」という名前が示すよ

うに，ISO14001がマネージメントの

要素を明確に打ち出したことであ

る。マネージメントとは「経営目標を

達成するために与えられた経営資源

を効果的に活用し，人を通じて成果

をあげること」とある。

このことからISO14001の基本は，

与えられた地球環境の保護という大

きなテーマに対して，Plan －Do －

Check－Actionのループを廻し，継

続的な改善を進めていくということ

になる。

この継続的な改善の捉え方でよ

く出てくる疑問のひとつに，成果と

して求められる環境パフォーマンス

を毎年改善していった場合に , ある

極限までたどり着くのではないかと

いうのがある。

規格が求めているのはあくまで

システムの継続的な改善である。シ

ステム的に体系化された継続的な改

善が，結果的に環境パフォーマンス

を改善するというところにその考え

方がある。

そして違いの2つめは，そのマネー

ジメントの対象となる利害関係者

が，ISO9001 の場合の顧客から地域

住民，株主，行政，そして社会のすべ

ての人々，地球まで広がっていると

いうことである。

幅広い分野が ISO14001 の取組み

を進めている理由には，この利害関

係者の多様性がひとつにある。

5. 環境調査および環境影響評

  価

（1）ワーキンググループの設置

環境調査の目的は，東京工場サイ

トの実態を把握し，そして規格の随

所にでてくる「著しい環境影響をも

つ環境側面を特定する」ための情報

源にすることである。

この環境調査では，東京工場サイ

トのあらゆる環境情報を収集するこ

とから，少人数の事務局を補うため

に，ワーキンググループを設置する

こととした。ワーキンググループは

リーダーを中心に5名前後で構成し，

業務の機能別に全部で15グループを

設置した（図3）。

調査事項は事務局が求めるもの

を明確にし，各ワーキンググループ

に具体的に指示することで，ワーキ

ンググループを効率よく機能させ

た。生産部門への指示の1例を図3に

説明する。

（2）環境調査

環境調査の具体的な方法は，セミ

ナーや関連書籍などでアドバイスが

あるように，業務に伴って発生する

「もの」の流れを，inputとoutputの要

素として捉えると分かりやすい。

実際の業務は複雑にプロセスが

組み合わさっているため，調査表を

図3　ワーキンググループ

44



Vol. 9  No. 2 45

工夫し，inputと output，そして不要

のoutput の流れをフロー図で視覚的

に記入する方法を取り入れた。

調査は2ヵ月のスケジュールで実

施し，最終的に5cm厚のファイル2冊

分の調査表が集まった。

これで環境側面はほぼ抜けなく

洗い出しができたが，東京工場サイ

トの実態の把握となると，詳細に調

査をした結果が逆に分かりにくく

なってしまった。

この活動のステップでは，並行し

て各部署の教育，啓蒙も進めており，

本来であれば各人が実際に調査を行

うことで環境 ISOがどのようなもの

か実感できるはずであったが，なか

なかつかみ切れていないのが実状で

あった。

（3）環境影響評価

しかしシステムの仮運用を1 0 月

スタートに設定していたため，不完

全な状態でもとりあえず次の環境影

響評価のステップに進めることとし

た。

この環境影響評価については，審

査時にその理論性が必ず求められ

る。 このため，どこでも他社の事例

を参考に評価基準を作成したいもの

で，セミナーではよく質問が集中す

る。

しかし環境との関わりは事業所

ごとに多様性があり，結局は自分た

ちの実状にあった評価基準で落ち着

く。われわれもいく度となく修正を

繰り返しながら，評価基準にはいく

つかの特徴をもたせた。

それはまず量的な捉え方を可能

な限り炭素換算してベースを揃え，

評価区分をシンプルにしたことであ

る。これはJCQAから，今まで審査し

た中で初めての方法で，今後の流れ

を先取りしたものとしてグッドポイ

ントの評価を得た。

炭素換算は環境家計簿として環

境庁が推奨している方法で，物質別

に決められた二酸化炭素排出係数を

掛けて算出する。そして次は定常時，

非定常時，緊急時の評価を独立させ

たことである。

通常はこの3つの形態を合計して

評価する事例が多いが，これらを単

独に評価することで目的・目標への

展開，または運用管理，教育訓練など

のシステム化で盛り込み事項を具体

的にしやすくなった。

評価方法の基本的な考え方は，図

4 に示すように各要素を掛け合わせ

るが，これは他社の事例とほぼ同じ

である。

評価基準については，どうしても

複雑で運用しにくいものになりやす

い。すでにスケジュールからはかな

り遅れていたため，ある程度の仕上

りできりをつけるべきであったが，

運用しやすい方法にこだわり，ここ

にじっくりと時間をかけた。

これが結果的にその後のシステ

ム化をスムーズにさせた。実際にこ

れらが最終的にまとまったのは，事

前訪問審査の1 ヵ月くらい前であっ

た。

（4）著しい環境影響をもつ環境側

     面の特定

環境影響評価の評点結果に対し

ては，著しい環境影響をもつ環境側

面を特定するために，適切なところ

で線引きをした。このためには懸案

になっていた東京工場サイト全体の

実態を把握し，予めめぼしいと思わ

れる環境負荷を明らかにしておく必

要があった。

環境の定義は「大気，水質，土地，

天然資源，植物，動物，人及びそれら

の相互関係を含む，組織の活動をと

りまくもの」，そして「とりまくもの

とは組織内から地球規模のシステム

まで及ぶ」とある。

この環境の捉え方として，ある関

連書籍では，上は煙突の高さの屋根

を想定し，左右は敷地フェンスを境

界とし，下は地面を境界とし，この外

側を環境，内側を組織とする考えが

示されていた。

この考えを用いると大局的な見

方で東京工場サイト全体が押さえら

れ早速，エネルギー，原材料，廃棄物

などのすべての「もの」の出入りを抜

けなくA4判 1枚に視覚的にまとめ，

物質収支表として作成した。

ここでも量的要素は可能な限り

炭素換算し，ものの流れを収支とし

て一目瞭然にすることができた。こ

環境影響の重み付け      × 量的（または質的）大きさ          × 発生の可能性

・大気系への放出 ・投入量 　　・人的管理レベル

・水系への排出 ・排出量 　　・設備的管理レベル

・廃棄物の発生 ・貯蔵量 　　・物的管理レベル

・土壌，地下水汚染

・騒音，振動，悪臭
量大 ←→ 小

　　 
可能性大 ←→ 小

・人への健康障害   
5点     1 点

　　      
1.0 点     0.1 点

・地域的環境問題

・天然資源の使用

・地球的環境問題

重み付け大 ←→ 小

　　　　3点     1 点

図4  環境影響評価基準

� � �

45



46 NONWOVENS  REVIEW

の物質収支表を各部署に説明したと

きは，全員が一種の驚きを示し，はじ

めて東京工場サイトの実態を理解す

ることで，環境 ISOが何を求めてい

るかを理解してくれた。

この裏付け情報を参考に線引き

する点数を決定し，著しい環境影響

をもつ環境側面を特定した。東京工

場サイトの特徴を要約すると，原材

料の使用，エネルギーの使用，廃棄物

の発生が主なもので，これらは環境

方針，環境目標・目的に具体的に展開

した（図5）。

6.文書化

（1）文書体系

ISO14001の文書化は，すでに存在

する品質システムの文書を有効に活

用することを基本とし，体系は品質

システムと同様に3 レベルの文書と

記録で構成した（図6）。

（2）環境管理マニュアル

環境管理マニュアルの作成では，

前回の品質マニュアルでの反省か

ら，常に活用されるマニュアルを目

指し，必要な環境情報はできるだけ

マニュアルに盛り込むこととした。

具体的には，「環境目的・目標」「行

動計画」「著しい環境側面一覧」「法規

制一覧」「各部署環境実務」などの情

報を付属書の形式で本文に添付し，

最終的に本文25頁，付属書12頁の構

成となった。

（3）基準・標準

品質システムでは，34基準が存在

する。これらの中で文書管理，記録管

理，内部監査などのシステム的に共

通するものは，両システムで共用で

きるように手直しをした。また業務

の手続きを定めたものは，環境に関

連する箇所に加筆し，最終的に計19

基準を改訂した。

ISO14001独特の環境方針，環境目

的・目標，環境影響評価，法規制など

は新規に基準を作成し，こちらは計9

基準を制定した。

標準類は，品質システムの時から

フロー図形式でA4判1枚に納めるこ

とを基本とし，基準と同様に加筆手

直しまたは新規に作成した。

7.システムの運用

システムの運用を1 0 月にスター

トさせるべく活動を進めてきたが，

スケジュールの進捗は大幅に遅れて

いた。

これはISO9001のシステム範囲に

含まれていた関係会社が，システム

の分離独立を計画し，その支援のた

めに事務局の活動が2 ヵ月間中断し

たためである。

しかし何とか環境管理マニュア

ル，環境方針だけは10月中に初版を

制定し，仮運用することができた。

実際のシステムづくりは，この仮

運用の間に今まで述べてきた環境影

響評価を進め，不足する環境調査を

補い，また文書化を行い，事前訪問審

査の1 ヵ月前までに何とか形を整え

た。

8.審　査

（1）文書審査

JCQA から文書審査の資料として

要求のあった「環境管理マニュアル」

「環境影響評価の手順及びその結果」

「環境法規制の管理手順及び該当法

図5　環境基本理念と環境方針

図6　文書体系
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規制」を事前訪問審査に先立つ3週間

前に提出した。

（2）事前訪問審査

事前訪問審査は，審査員2名によ

り1月22日，23日の全2日の日程で

行われた。またISO9001の3年の登録

期限を2月末に控え，更新審査の日程

を事前訪問審査の前2 日に設定した

ため，ISOの審査が4日間連続した。

事前訪問審査の内容は，環境管理

責任者，施設部門，製造部門を2，そ

の他の部署を1 の割合で時間配分さ

れ，事業所の特徴，立地状況，環境設

備の規模などの事業所と環境との関

わりの確認，そしてシステム面の

チェックが主体であった。

審査結果は，システム面では規格

がよく理解され，全体のシステムは

構築されていたとの評価であった。

しかし各部署の活動となると，まだ

整備が不充分の状態で，一様に数多

くの指摘を受けた。

各部署での審査の進め方は，目

的・目標，マネジメントプログラム，

運用管理，教育訓練を主体とした環

境影響評価の結果からくる一連の

チェックであった。

とくに教育訓練では，規格の4項

目の要求事項に確実に対応すること

が求められ，また関連するコミュニ

ケーションではその重要性の指導を

受け，実地審査までの課題が数多く

明確になった。

（3）実地審査

実地審査までの約2ヵ月間は，事

務局主導により徹底的に指摘部分の

システム整備を行った。また各部署

の対応もより真剣みを増したこと

で，活動は加速度的に進んだ。

実地審査は，審査員3名により3月

17日，18日，19日の全2.5日の日程

で行われた。

実地審査は，環境管理責任者，施

設部門，製造部門を3，その他の部署

を1の割合で時間配分され，要求事項

全般をチェックする形で進められ

た。

審査結果は，次回の維持審査まで

に是正を行う軽欠点のみで，クロー

ジングミーティングでは，システム

が細部まで考慮され，PDCAが確立

されているとの評価を得て，登録委

員会への推薦の内示を受けた。

そして4月13日付で登録証を受領

し，正式に認証を取得した（写真）。

審査費用は，他の活動費用を除き

文書，事前訪問，実地審査だけで約

250万円であった。

9.最後に

少人数の事務局でまた実質1 0 ヵ

月の活動で認証取得できたことは，

写真　審査風景「クロージングミーティング」

すでに品質システムが構築されてい

たこと，また従来から環境管理を担

当する施設グループが環境情報をよ

く整備していたことによるところが

大きい。 1からシステムづくりを始

めるところは，これらの点を考慮す

る必要がある。

短期間でのシステム構築のため，

どうしても審査のためのシステムづ

くりの感は否めないが，環境マネジ

メントシステムは，ISO 最大の利点

である内部監査，維持審査を有効に

活かすことで，徹底した方針管理が

展開でき，事業運営の最適のツール

となると実感している。

そして今後の課題は，確実にマネ

ジメントのループを廻し，さらなる

システムの継続的な改善を図ってい

くことである。
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