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［要約］ 

 

第 1 章.マネジメントシステム規格認証機関に対するアンケート分析 

1. アンケートの概要 

マネジメントシステム認証制度の実状を把握し、今後のあり方を検討する基礎を構築

するために、認証取得組織に対してアンケート調査を実施した。品質・環境マネジメン

トシステム規格の認証取得がある組織・企業各１,000 社（計 2,000 社）に対してアンケ

ートを郵送する。うち、ISO9001 認証取得組織：265 社（回答率：26.5％）、ISO14001 認

証取得組織：328 社（32.8％）、合計 593 社（29.7％）より回答を得た。 

 

2. ISO9001 取得取得組織アンケート結果 

１）回答企業・組織の概要について 

今回のアンケートに回答を頂いた認証取得組織の大多数は製造業に属していた。特に、

「製造業の 5 つの業種」に属す組織が回答者に占める割合は過半数と高かった。 

認証取得は 1992 年頃から行われている。その後、現在にいたるまで毎年認証取得を行

う組織は増加を続けている。 

認証取得組織では、社内の上層部が中心となった運用が進んでいる。管理責任者の任

命権者が社長であると回答をしている組織は全体の 6 割にのぼり、管理責任者のポジシ

ョンであっても「社長」「取締役」等、社内での地位が高い人が 3 割を占めるなど、全社

的な取組みが進んでいると評価できる。 

 

２）マネジメントシステム規格の活用について【自社での活用】 

 企業・組織が認証取得を行う目的は、「製品またはサービス品質の向上（58.1％）」「自

社品質管理システム基盤構築（58.1％）」「顧客評価の向上（50.9％）」であると考えてい

る。しかしながら、実際にそれらの組織が目的を達成したと考える割合は「製品または

サービスの品質の向上（60.4％）」「自社品質管理システム基盤構築（79.9％）」「顧客評

価の向上（63.0％）」であり、必ずしも当初の目的が十分達成されたとは感じていない。

逆に、本来の主要な目的ではないが、顧客からの要求を目的として認証取得を行った組

織は 9 割以上が目的を達成したとしている。これは取得すること自体により目的が達成

されるために非常に高くなっている。また、認証取得の効果は取得当初よりも、取得後

ある程度の期間をおくと、より実証されることが多いため、ある程度の期間を置いた現

時点の方が取得直後よりも満足度が高く現れる傾向が見られる。例えば、不適合品率の

向上効果は、取得直後に効果ありと感じる割合が 11.3％であったのに対し、回答を行っ

た時点で効果ありと感じる割合は 57.2％である。 

 認証取得後の取組みについては、「実態に合わせた品質マニュアルを改訂し、活動して

いる」と回答する割合が最も高く 86.8％であった。しかしながら、「構築したマネジメ

ントシステムを経営改善及び経営革新に活用している」と回答した割合は24.5％であり、 

作成したシステムを応用的に利用している組織はまだまだ少ない。 
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審査を行う審査登録機関は「採用したコンサルタントの推薦（32.1％）」「他の審査登

録機関とし比較して、審査能力（力量）が高いという評判を聞いて（31.7％）」「親会社・

関連会社からの推薦・支持（25.7％）」と社外からの情報が審査登録機関の選択に大きな

影響を与えている。また、その他の回答として社長、取引先、知人など身近な人を情報

源として審査登録機関を選定している傾向からもこのような状況がうかがえる。 

 

制度の向上を目指すための情報公開制度においては、「審査登録機関毎の審査実績（ 

54.0％）」「審査登録機関に所属する審査員毎の審査実績、専門分野などの個人情報

（48.0％）」等、組織・審査員の実績にまつわる情報の開示を求めている。 

 

審査員の力量に「非常に満足している」「ある程度満足している」と回答をした人は全

体の 9 割以上である。満足している点としては「公平性、透明性など審査の原則、手順

及び審査技術に関する知識とそれを実際の審査に適用する能力（39.2％）」「貴組織の品

質マネジメントシステムに必要なプロセスを理解するための知識とそれを実際の審査に

適用する能力（32.5％）」が高い。逆に、改善が求められているものとしては「貴組織の

品質マネジメントシステムに必要なプロセスを把握、理解するための知識とそれを実際

の審査に適用する能力（31.3％）」「貴組織の規模にふさわしい審査内容（過度な要求事

項がなかったかどうか（19.6％））が高くなっている。 

 

認証取得に際して、コンサルタントを活用している割合は全体の 6 割である。88.2％

の組織がコンサルタントの利用が「審査登録に対して」目的以上の効果または大変役立

ったと回答をしている。ただし、「マネジメントシステムの運用に対して」目的以上の効

果または大変役立ったと回答をしている割合は 65.0％であり、今後はマネジメントシス

テムの運用におけるコンサルタントの能力の向上が求められている。コンサルタントの

利用の主な理由としては、「自社での対応が困難であったため（48.8％）」「短期間での取

得をするため（28.4％）」であるが、反対に利用の無かった組織にその理由を訊ねたとこ

ろ「自力対応こそ意味があると考えたため（42.7％）」「ノウハウがあり自力対応が可能

と考えたため（40.8％）」と自分達の力でのシステム構築に対する自信の有無がコンサル

タントの利用に影響を与えていると考えられる。 

 

全体の 17.0％の組織が苦情処理の仕組みがあることを知らない。審査登録機関に苦情

処理の仕組みがあることを知っており、かつ利用経験のある人は全体の 9.4％程度と高

くはないが、今後は認証取得機関に対する苦情処理の仕組みに関する情報の発信も重要

である。 

 

３）マネジメントシステム規格の活用について【購買における活用】 

認証取得組織が認定取得を自社の購買条件にする割合は全体の 21.5％と低いが、逆に

受注条件として認証取得を条件とされたことがあると回答をした割合は「されたことあ

り」「優遇処置のことあり」を合わせると 52.1％と半数に上っている。 
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４）その他 

自由意見として情報を収集した中から、現制度の問題点として審査員毎の審査の差に

不満を唱える意見が挙がっていた。今後は審査員毎の能力に依存をしないよう、審査員

研修制度の充実などの施策が必要となる可能性があるだろう。 

 

3. ISO14001 認証取得組織アンケート結果 

１）回答企業・組織の概要について 

今回アンケートに回答を頂いた認証取得組織の大多数は製造業に属していた。「建設」

「機械・装置」「基礎金属、加工金属製品」等、ISO9001 の認証取得割合が多い業種以外

に、「卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業」

「再生業」などの割合が高いのが特徴的である。 

認証取得は 1995 年頃から行われているが、急激に認証取得組織が増加をしたのは 2000

年前後である。 

認証取得を行った組織では、社内の上層部が中心となった運用が進んでいる。管理責

任者の任命権者が社長であると回答をしている組織は全体のおよそ 6 割にのぼり、管理

責任者のポジションであっても「社長」「取締役」等、社内での地位が高い人が 3割を占

めるなど、全社的な取組みが進んでいると評価できる。 

 

２）マネジメントシステム規格の活用について【自社での活用】 

企業・組織が認証取得を行う目的は、「企業の社会的責任の遂行（地球環境への配慮等）

（84.8％）」「企業イメージの向上（一般 PR）（58.8％）」「顧客評価の向上（48.5％）」で

あると考えている。しかしながら、実際にそれらの組織が目的を達成したと考える割合

は「企業の社会的責任の遂行（地球環境への配慮等）（74.1％）」「企業のイメージ向上（一

般 PR）（69.4％）」「顧客評価の向上（69.4％）」であり、必ずしも当初の目的が十分達成

されたとは感じていない。逆に、ISO9001 の結果と同様に、本来の主要な目的ではない

が、顧客からの要求を目的として認証取得を行った組織の 9 割以上が目的を達成したと

している。これは取得すること自体により目的が達成とされるために非常に高くなって

いる。認証取得の効果は取得当初よりも、取得後ある程度の期間をおくと、より実証さ

れることが多いため、ある程度の期間を現時点での方が取得直後よりも満足度が高く現

れる傾向が見られる。たとえば、エネルギーコストの低減も取得直後に効果ありと感じ

る割合は 52.1％であったのに対し、回答を行った時点では効果ありと感じる割合が

58.8％であった。 

認証取得の環境側面としては、「電気・ガスなどのエネルギー消費（70.9%）」が最も高

い。運用に当たっては「事業に積極的に取り組んでいる」としている組織の割合が 68.6％

と 7 割程度の組織が前向きに事業に取り組んでいることが伺える。 

マネジメントシステムに対する評価は 55.5％の組織が「マネジメントシステムは十分

機能している」と回答しており、過半数の人が自組織の取り組みに満足をしている。し

かしながら「現状の組織と比較して過大・煩雑であった」と回答する割合も 22.9%存在
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するため、今後はこれらの組織に適切なマネジメントシステムを適用することがもとめ

られている。 

審査を行う登録機関は「他の審査登録機関と比較をして、審査能力（力量）が高いと

いう評判を聞いて（26.8％）」「採用したコンサルタントの推薦（23.2％）」「親会社・関

連会社からの推薦・支持（22.6％）」と社外からの情報が審査登録機関の選択に大きな影

響を与えている。また、その他において「ISO9001 の取得の際に利用した審査機関であ

ったため」と回答をする割合も高く、一度利用のある審査機関であれば、相当の問題が

ない限り他の規格の認証取得をする際にも審査を依頼する傾向が強いと考えられる。 

 

制度の向上を目指すための情報公開制度においては、「審査登録機関の業種ごとの審査

実績（58.5％）」「審査登録機関に所属する審査員毎の審査実績、専門分野などの個人情

報（51.2％）」「審査登録機関の審査格付け情報（47.9％）」等、組織・審査員の実績にま

つわる情報の開示を求めている。 

 

審査員の力量に「非常に満足している」「ある程度満足している」と回答をした人は全

体の 9 割以上である。満足している点としては「公平性、透明性など審査の原則、手順

及び審査技術に関する知識とそれを実際の審査に適用する能力（47.0％）」「ISO14001 の

基準文書に関する知識及びそれを適用させる能力（32.0％）」「貴組織の事業分野（業種）

に特有のマネジメントシステムについての知識とそれを実際の審査に適用する能力

（28.7％）」が高い。逆に、改善が求められているものとしては、「貴組織の事業分野（業

種）に特有のマネジメントシステムについての知識とそれを実際の審査に適用する能力

（26.2％）」「貴組織の規模にふさわしい審査内容（過度な要求事項がなかったかどうか）

（20.4％）」があげられている。 

 

認証取得に際して、コンサルタントを活用している割合は全体の 6 割である。コンサ

ルタントを活用した組織のうち、86.9％の組織がコンサルタントの利用が「審査登録に

対して」目的以上の効果または大変役立ったと回答をしている。ただし、「マネジメント

システムの運用に対して」効果があったと回答する割合は 72.7％であり、今後はマネジ

メントシステムの運用におけるコンサルタントの能力の向上が求められている。コンサ

ルタントの利用の主な理由としては、「自社での対応が困難であったため（22.6％）」「短

期間での取得をするため（16.8％）」であるが、反対に利用の無かった組織にその理由を

訊ねたところ「自力対応こそ意味があると考えたため（17.1％）」「ノウハウがあり自力

対応が可能と考えたため（14.9％）」と自分達の力でのシステム構築に対する自信の有無

がコンサルタントの利用に影響を与えていると考えられる。 

 

全体の 20.0％の組織が苦情処理の仕組みがあることを知らない。審査登録機関に苦情処

理の仕組みがあることを知っており、かつ利用経験のある人は全体の 9.5％程度と高く

はないが、今後は認証取得機関に対する苦情処理の仕組みに関する情報の発信も重要で

ある。 
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３）マネジメントシステム規格の活用について【購買における活用】 

 認証取得組織は認定取得を自社の購買条件にする割合は全体の 16.5％と低いが、逆に

受注条件として認証取得を条件とされたことがあると回答をした割合は「されたことあ

り」「優遇処置のことあり」を合わせると 51.0％と半数に上っている。 

 

４）その他 

自由意見として情報を収集した中から、現制度の問題点として審査員毎の審査の差に

不満を唱える意見、認証取得の時に一般的に利用しない専門用語に苦労をしたという意

見があがっていた。今後は、審査員毎に能力の違いが現れないように、研修を充実させ

ると同時に、受審組織に対してよりわかりやすい表現を利用してのわかりやすい審査を

する仕組みづくりが重要であると考えられる。 

 

 

第 2 章.マネジメントシステム規格審査員に対するアンケート分析 

1. アンケートの概要 

マネジメントシステム規格を取得する企業・組織の増加に伴い、審査員の役割も重要

となってきている。審査員から見た審査制度、審査の実態、受審組織の実状の把握を目

的として、審査員に対してアンケートを実施した。品質・環境の審査員各 500 名（計：

1,000 名）対してアンケートを郵送、うち ISO9001 審査員：189 名、ISO14001 審査員：

175 名より回答を得る。 

 

2. 審査員の属性 

審査員資格社数の取得年毎の推移は認証取得組織数の推移とほぼ同様の傾向を示して

いる。ISO9001 については一定の割合で審査員資格取得者が増加、ISO14001 は 2000 年前

後に審査員取得者が増加している。 

今回の回答者の約半数が 9001、14001 双方の資格を保有していると回答をしている。

また、審査員資格の利用方法としては、「JAB の認定を受けた審査機関と専属契約を結ん

で審査を行っている」と回答をした割合が 42.6％であった。 

登録している業種も認証取得組織の業種別の分類と同様に製造業が主であるが、特に

「建設」「機械・装置」「電気的及び光学装置」等の登録件数が多かった。実際の仕事は

所属している組織などにおいて任命・委託をされて仕事をしている場合が多く、自らが

担当をする。コンサルティングの経験がある人が全体の半数を越える。 

 

審査員資格を保有している人のうち 58.0％が審査経験ありと回答している。主任審査

員、審査員では、審査の実績が資格維持の条件となっているため、ほぼすべての人が審

査経験ありと回答をしている。審査経験期間は平均で 52.9 ヶ月（約 4年 5 ヶ月）である。

審査経験のある人のうち、過去半年間に審査を行ったことがある人の割合は 95.8％、審

査平均件数は 9.9 件。つまり、審査経験がある人はほぼ継続的に審査を行っていると考
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えられる。担当する受審機関は主に「審査機関において任命・委託される（89.7％）」こ

とが最も多く、審査員自身が担当をする組織を選択する余地はあまりないといえるだろ

う。 

審査員資格を保有している人の40.7％がコンサルティング経験ありと回答をしている。

コンサルティングの平均経験期間は約 35.8 ヶ月（約 2 年）と審査経験よりもコンサルテ

ィングの経験月数が短くなっている。過去 1 年間にコンサルティングを実施の平均件数

は 3.4 件であった。 

 

3. 審査体制・工程について 

 1 人の審査員が同時に担当する審査は平均で初回審査 3.3 件、定期審査 7.6 件、更新

審査 2.8 件で合計 13.7 件である。ISO 9001 と ISO14001 による違いはほとんど見られな

いが、主任審査員はマネジメントの立場からの参加があるためか、審査員、審査員補よ

りも担当する審査の件数が多い。 

 審査体制は初回審査、定期審査、更新審査に関係なく 2 名前後。審査 1 件あたりの平

均全投入工数は初回審査：5.0 件、定期審査：3.3 件、更新審査 4.5 件であり、初回、定

期、更新の審査で最も付加が重いのは初回審査、次いで更新審査、定期審査である。 

 審査 1 件あたりの延べ日数は 12.8 日であり、日数を最も使うのが 6時間以上の作業日

である。 

 

 初回、定期、更新審査において、作業工程の内訳に目立った差は見られなかった。ま

た、各工程比を比較すると「審査実施前の情報収集」に費やす時間は比較的短く、「受審

組織の現場担当者へのヒアリング」に費やす時間が比較的長い。 

 

重要と考えている作業に必要な時間を投入することが出来ていると感じている割合は

どの作業においても比較的高いが、その中での比較を行うと、重要度ほど時間を投入で

きていないと思っている工程は「受審組織の現場視察」「受審組織の現場担当者へのヒア

リング」「受審組織の管理責任者へのヒアリング」である。逆に、投入できていると感じ

るのは「実査実施前の情報収集」「審査関連書類の作成・事務処理」である。 

 

審査の際に重視していることがらは「受審組織の規模にふさわしいマネジメントシス

テム（63.6％）」「マネジメントシステムの運用（62.8％）」である。 

 

4. 受審組織について 

 審査員が考える受審組織の認証取得の目的は「顧客評価の向上（39.9％）」「企業イメ

ージの向上（一般 PR）（38.7％）」「経営基盤の強化（35.2％）」である。 

 審査員が考える受審組織が審査に対して望んでいることは「組織の規模にふさわしい

審査（55.3％）」「わかりやすい指摘事項（43.9％）」「審査員の事業分野に関する豊富な

情報知識（30.8％）である。 
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 審査員は受審組織の 2 割が「ISO マネジメント規格の目的・認証取得プロセスの両方

を理解している」反面、4 割が「認証取得のプロセスを理解しているが、ISO マネジメン

ト規格の目的をあまり理解していない」と考えている。 

 

審査員は「審査評価（受審組織満足度調査）プロセスと計画、結果、是正処置（46.2％）」

「審査機関における審査員採用の力量基準（46.2％）」が求められている情報ではないか

と考えている。 

 

5. 能力向上について 

 審査員に求められる能力は、「コミュニケーション力」であると考える審査員が 64.8％

存在している。次いで、「審査規格に対する知識（54.9％）」「審査員としての倫理観

（49.5％）」となる。審査員としての実際の知識だけでなく、一社会人としての能力の向

上も求められている。その他の項目として「経営」に対する知識という回答も多く寄せ

られた。 

 

審査員が能力の向上が必要であると考えるものは、「審査規格に関する知識（48.1％）」

「受審組織の業務内容に関する知識（46.7％）」「コミュニケーション能力（46.2％）」で

あった。能力の向上には「OJT（指導者・アドバイザー有り）」「他の審査員との情報交換」

等が役にたっている。研修や独学よりも、実務により近いところでの生きた情報が能力

の向上に貢献していると考えられる。 

 

6. その他 

 審査員評価登録機関、審査登録機関、審査員研修期間、認定機関に対して審査員から

の自由意見を収集。 

 

 

第 3 章. マネジメントシステム規格の現状と今後のあり方 

1. 負のスパイラルとは 

 負のスパイラルとは、マネジメントシステムの認証制度において、認証取得自体が目

的となり、少しでも「安く・簡単に」認証取得を行おうとする組織やそれに応えて安価

な審査を実施する審査員の出現により、認証取得システムへの信頼性が低下し、それが

更に、形式だけの認証取得に拍車をかける要因となり認証取得の信頼性を低下させると

いう、負のサイクルのことである。 

2. アンケートから見る「負のスパイラル」 

 今回実施した認証取得組織、審査員に対するアンケートの結果から負のスパイラルの

原因として「受審組織の目的意識の低下」、「審査とコンサルティングの迎合」、「審査員

の忙しさを起因とする審査の質の低下」、「受審組織側の情報不足」の４つの課題が洗い

出された。 

3. 提言 
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 負のスパイラルに歯止めをかけるために、今後は「情報発信」、「審査とコンサルティ

ングとの分離の推進」、「研修システムの充実による、審査員の質の向上」、「認証取得組

織に対する受審組織の責任の明確化」を積極的に行う必要があるのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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