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前回は、審査側の問題点と本来のあ
るべき姿を述べた。ところで、ISOの問
題点は審査側ばかりではない。仕組み
を導入する組織側にもさまざまな問題点
がある。まずはISOのお墨付きさえあれ
ばいいという経営者の考え方だ。しか
もなるべく維持費をかけずに、とにかく
お墨付きの継続だけは確保する。業界
仲間の世間体もあるし、やはりISOとい
うブランドは捨てがたいこともある。この
ような組織にとっては、審査であれこれ
指摘されることが一番迷惑であり、余計
なことなのだ。
なにせ維持費を最低に抑えることが

ひとつの使命であるから、審査での指
摘で余計な仕事が増えたり、本来の業
績に影響するようなことはなるべくした
くないのが本音なのである。

かもチェックシートに従い実務が行われ
たかのにように装わなければならない
ので、ISOの審査前はこの仕事で忙し
い（図表１）。
日付の逆転や、人事異動に伴う担当
者や責任者の交代には特に気を使う。
審査では必ず日付と名前がチェックされ
るので、証拠の偽造がばれたら大変だ
からだ。
実は審査前のこの余計な作業が工数
アップにつながっていることに気づいて
いない。本来の仕組みに従った作業が
行われていれば、このようなことに人手
がとられることはない。しかも、審査前
の準備でこのような「記録作り」が常態
化してくると、この作業は当然やるべき
ことだと錯覚するようになるから、不思
議なものである。

したがって導入したシステムを改善し
役立てようとする意識はきわめて薄い
ので、当初構築した仕組みにほとんど
手がつけられていない。それが証拠に、
当初の文書や様式の改訂が一向に行
われず、いろいろな点で不都合な仕組
みを引きずりながら運用されているの
が特徴である。もし、運用上、仕組みの
欠陥や不合理なところが発見されたとし
ても、仕組みよりも実務が優先されるか
ら、いきおい仕組みを逸脱した実務が
行われることになる。
実はこれがいわゆる「二重帳簿」の始
まりなのだ。ISOではシステムに従った
運用の証拠を残さなければならないの
で、実際の運用とは別に、システムの証
拠をしっかりと作る作業が必要なのだ。
実務では不要なチェックシートを、あた
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経営者の考え方

組織は経営者の考え方ですべて決ま
ってしまう。一昔前のみなの合意のもと
の「お神輿経営」と違い、今は経営者の
すばやい決断が要求される時代であ
る。そのためには、経営者の不断の努
力と世の中のさまざまな情報の収集分
析力が必要となる。
ISOの仕組みもまさにトップダウンであ
る。経営者が自ら進むべき方向性を示
し、自ら顧客の要求事項を把握し、さら
に運用されている仕組みのチェックも行
うという、まさに経営者が負うべき責任
も重く、そのやるべきことが要求事項の
５項に集中している。
ところが現実には、逃げ腰になったり、
他人任せの経営者が少なくない。もとも
とお墨付き欲しさの経営者には、システ
ムが役立とうが役立たまいが、そんなこ
とにはさらさら関心はないのだ。いかに
手間がかからず、認証を継続していくか
が最大の関心事だから、審査では余計

なことをあれこれ言わない審査員が最
も都合がよいことになる。
つまり、システムの根幹まで踏み込む
ような審査は敬遠され、どうでもいいよ
うな表面的な指摘だけの審査が好まれ
るわけだ。
さて、このような経営者をもつ社員は
悲劇である。当初構築した不十分で役
立たない仕組みにいつまでも引きづら
れ、ISOという余計な仕事を背負い込
むことになるからだ。形式的な手続き、
意味のないチェックシート、形だけの内
部監査、効果を生まない教育訓練など
に振り回され、社員の士気は次第に低
下していくのである。

ISOの効果

一方、前述の経営者と違い、ISOを大
いに生かしている経営者もいる。たとえ
ば関東Ｔ県の建設業経営者。社員は20
人足らずだが、ISOの仕組みの導入でこ
こ数年利益が格段に上がったと胸を張

る。従来はトラブルがあっても誰の責任
か分からず、うやむやにされていたのと
はガラッと変わり、責任か特定され、何
にも増してトラブルそのものが激減したと
のこと。今まですべて勘に頼っていたこ
とを、要所要所でチェックを入れる仕組
みの効果が大きいそうだ。
また「目に見える化」も徹底している。
大きなホワイトボードですべての現場の
進捗状況と当日の作業が分かり、毎日の
作業終了時には経営者へ必ず報告をす
る仕組みの効果は、現場と経営者との
距離感を縮め、何らかの問題発生時に
も経営者の指示のもと、すばやい対応
が可能になったという（図表２）。
品質マニュアルの改訂も３年間で20

回を超えている。もっともこの組織には
マニュアルの下位の規定はなく、品質マ
ニュアル１本で運用されているが、これ
だけの改訂がなされているのは、日常こ
の仕組みが大いに活用されている証拠
である。
さらにこの経営者はお墨付きにはこだ
わらない。そんなことよりもこの仕組み
により利益が上がり、社員が生き生き
働いてくれることが何よりもうれしいと
言う。審査は抜き打ちでも大歓迎。どう
ぞ普段着を見てくださいと、ごく自然体
なのである。
このように経営者の考え方次第で、

仕組みを生かすも殺すも決まってしまう
ものなのだ。
今、組織を取り巻く環境は激変して

いる。昨日までの価値観が明日通用し
ない時代でもある。一昔前の「朝令暮改」
は経営者の価値を下げたものだが、今
は世の中の変化にすばやく対応する経
営者の方が評価が高い。したがって外
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図表1 審査前の準備作業



部環境の変化に伴う組織の再編もさる
ことながら、仕事のやり方のベースとな
るISOの仕組みのレビューも当然行うべ
き大きなアイテムである。

ISOの仕組みの構築は

ISOの仕組みの構築のベースとなるの
は「規格の要求事項」だと考えている組
織が少なくない。実はこの考え方は間
違いなのである。何となれば、日常の仕
事は規格の要求事項に沿って実施され
ているわけではないからである。したが
って要求事項をもとに仕組みを構築す
るのは馬鹿げているし、逆にISOの要求
事項だけでは日常の仕事の手順が抜け
落ちてしまう可能性もあるのだ。
つまり、QMSの仕組みの構築のベー
スは日常の仕事のやり方にならなけれ
ばならない。その上でその仕組みをISO
9001の要求事項の側面からチェックして
みる（図表３）。欠けているところがあれ

査スケジュールには、項目内容の記載は
あるが規格要求事項の番号は見当たら
ないケースが少なくなく、審査は要求事
項の内容そのものに焦点が当てられ、
要求事項の番号など視野にないことが
よく分かる。

要求事項を意訳する

英語をはじめ外国語を日本語に翻訳
するときに、直訳だと意図することが伝
わらないことが少なくない。実はISO規
格のJIS翻訳も、原文（英語）の直訳に近
いから、何を意図しているかがつかめな
い個所がいくつかある。これではいくら
自組織なりの仕組みを構築しろといわれ
ても、本来の意図がよく分からないだけ
に、仕組みの構築に戸惑ってしまう。そ
のときのためにガイドラインであるISO
9004（QMSパフォーマンス改善の指針）
があるわけだが、現状ではあまり活用さ
れていないのはどうしてなのだろうか？
ある情報によれば、「ISO 9004は要求
事項ではない」ということが巷に強調さ
れ過ぎて、仕組みの構築にはISO 9004
は関係ないとしてしまっていることも一
因にある。
実は、ISO 9001とISO 9004をセットに
して活用することで、初めて規格要求事
項の意図が分かってくるのである。ISO
の仕組みは、毎日この仕組みに沿って
実務を行う全社員であるのは間違いな
いから、まずは社員が読んで分かること
が最低条件なのである。
規格要求事項の意図、つまり何を求

めているかが分かれば、そのやり方は

ば補い、また現状の仕組みのマンネリ化
を見直すチャンスとしても活用する。
ISOの要求事項はもともと仕組みづくり
の枠組みを提供しているだけである。し
たがってこの枠組みだけでは不足だと
思われれば、いくらでも組織独自の仕組
みを追加して構築すればよい。
仕組みの文書化の際、規格の要求事
項は4.1項から始まっているので、そこか
ら書き始める組織が多いが、そんな縛
りはまったくない。品質方針が重要であ
れば、それを先頭においてもよいし、教
育訓練を最も重要視するのであれば、
それが冒頭に来ても一向に構わないの
である。規格の要求事項の番号も便宜
上割り振られただけで何の意味もない
ので、すべて無視して組織独自の番号
を割り振ってもよいのである。
規格要求事項の番号通りの仕組みの
メリットは、要求事項の番号に沿った審
査で検索が容易なことぐらいしか見当
たらない。もっとも審査を規格番号通り
に行うこと自体、大いに疑問であるが。
ちなみに、欧州のISO審査機関の審
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図表2 目に見える化



すべて組織の裁量になるので、あとは
組織に最もふさわしい手順を決めてい
けばいいだけである。つまり、JISの直
訳を、自組織の手順に意訳する作業だ。
ここでの作業は、内容をこと細かに手
順化すればよいということではない。む
しろ細かい手順書など社員は読む気に
なれないから、要点をシンプルにまとめ
た方が好まれる。
関係する社員はもともと日常の作業の
流れは頭の中にあるはずなので、目の
前の作業を整理し、その中に要点やチ
ェックポイントを追記していけば、自然と
立派な作業手順ができてしまうのだ。
作成された品質マニュアルでよく見ら
れるのは、ISO規格要求事項をそのまま
書き写し、それでよしとしている組織が
少なくないということだ。これでは自組織
のシステムを構築したことにはならず、こ
ころある審査機関ならば、当初の文書審
査でこれらをパスさせないはずである。

マンネリを打破する

いかなることでも、当面の目標をクリ
アし、一段落するとマンネリ化が始まる
ものである。ISOも例外ではない。当初
もの珍しさもあり、システム構築や運用、
内部監査などに新鮮な気持ちで取り組
んでいたことが、徐々にその気持ちが失
せてマンネリに陥る。現状のシステムに
何の疑問も持たず単に従うだけ。内部
監査もお決まりのチェックシートで、同じ
ような質問を繰り返し、お互いなあなあ
の関係で波風立てずに終了。
このような現状を放置してよいはずは

ない。むしろこれに危機感を抱くのがこ
の仕組みのトップに立つ経営者の役目
であろう。当初のシステム導入時の緊張
感や多大なコストを考えれば、現在の状
況に甘んじていることなど許されないは
ずである。今のシステムを丸ごと見直す
ぐらいの気構えで、システム改善の先頭
に立つべきではないか。また、マンネリ
を打破するのに外部の審査を活用する
のもひとつの考えである。身内だけで
はなかなか気づきにくいところに思わぬ
ヒントを与えてくれるかもしれない。
ある組織は、あらかじめ自組織として
強化すべき点を審査員に伝えて、審査
員の協力で強化できたという。身内の
言うことよりも第三者の指摘をうまく活
用したというわけだ。また別の組織では、
審査側と審査スケジュールを決める時
に、システムがなかなか定着しない部門
に審査時間を十分かけ、じっくりと審査
をして欲しい旨を伝え、やっとその部門
が本格的に動き出したという。
このように第三者の審査を、いつも受
身ではなく積極的に審査側に働きかけ、

現状のシステムを審査側も巻き込んで活
性化させ、うまく自組織に役立たせるよ
う活用する。実はこのような働きかけは、
組織側だけでなく審査側のマンネリ化も
救ってくれるという、双方にとってのメリ
ットなのである。▼
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図表３ ISOの仕組みの構築
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