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ＩＳＯマネジメントシステムとは何か 
海洋会ランチセミナーの講演 

（雑誌「海洋」の 2021 年 8 ⽉号に掲載された記事より） 
     

はじめに 
2021 年 6 ⽉ 10 ⽇、東京海洋⼤学にて、「ISO マネジメントは管理能⼒を養う」とい

うタイトルで、海洋会ランチセミナーを開催させて頂きました。このテーマは、私が
20 年にわたって、品質・環境など ISO 業務に携わった経験にもとづくものである。 

 
1 講義の内容の全貌について 

 第 1 章「ISO とは何か」では、ISO の基本的な仕組みをピックアップして説明して
いる。そこから ISO のめざす⽅向性として、プロセスアプローチ、PDCA サイクル、
そして「7 原則」という 3 つの基本的な考え⽅があり、その理由から ISO は企業活動
のインフラになることが導かれる。 

第 2 章では、今回のメインテーマとなる「ISO マネジメントは管理能⼒を育てる」
という内容であり、5 つの項⽬について説明している。第 3 章は、第 2 章の展開とし
て管理職診断シートの事例を紹介したい。 

第 4 章では、海運業界における ISO マネジメントの導⼊事例を紹介したい。また、
近年発⽣した 3 つの⼤きな海難事故を振り返ることで、海難事故が地球環境や経済活
動に⼤きく影響を与えることを説明したい。 

最後の 5 章では、社会に旅⽴つ皆さんに、私の経験を踏まえてエールの⾔葉を送り
たい。 
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2 ISO は企業活動のインフラ（第１章） 
 「ISO とは何か」については、海洋の 1 ⽉号（第 2 回⽬）の寄稿で述べているが、
そこでは、ISO を少しでも理解するために、特徴的な項⽬をピックアップして説明し
た。 

また、同じ 1 ⽉号でも「ISO の本質」のタイトルで、プロセスアプローチ、ＰＤＣ
Ａサイクル、そして ISO の 7 原則について記述しているが、この 3 つの要素から「ISO
は企業活動のインフラ」であることが説明できる。 

この⾔葉の意味は⼆つの側⾯を含んでいる。⼀つは企業活動を推進するにあたって、
しっかりした基盤を提供してくれること。もう⼀つは、ISO はインフラに過ぎないと
いうことである。すなわち、⾃社独⾃の取組みを ISO の中に構築しないと有効活⽤が
実現できないということである。 

この考え⽅をもっと進めれば、ISO の効果的な活⽤を⽬指すためには、各種ビジネ
スツールとの融合について積極的に進めるべきだという考えに⾄る。そこで、ISO と
ナレッジマネジメント、ゴーン改⾰、⼈事評価制度などとのマッチングを推進してい
るところである。本⽂の 7 項で、「SDGｓ」について追記しているのも、そのような
意図を含んでいる。なお、著書「経営に役⽴つ ISO マネジメントシステム」（注 1）で
は、このことについて詳しく記述している。 

 
 

3 ISO マネジメントは管理能⼒を育てる（第 2 章）（第 3 章） 
 企業における必要な能⼒を⼤きく分類すると、経営⼒、管理⼒、現場⼒と 3 つに区
分される。製品やサービスに直接影響するのは、現場⼒量によって左右される。ISO
では、その品質に直接影響する現場⼒量について、PDCA サイクルで向上することを
はっきりと求めている。 

また、トップマネジメントの役割についても、マネジメントサイクルの最初の部分
で、⽅針を確⽴し、事業と ISO の統合すること、そして改善の促進をめざすこと、管
理層の役割⽀援などを求めている。更に終わりの部分では、それらの指⽰した内容の
検証を求めている。 
 ⼀⽅、管理能⼒については、特に要求事項として明記されていない。しかし、ISO
の要求事項の全体が、まさに管理職として必要な要素が散りばめられている。それは、
現場能⼒と異なり業種業態を超えて共通している。管理職の⼒量は、ISO の要求事項
と呼応していると私はいつも思っている。 
 管理能⼒という⾔葉には、少し抵抗感を抱く⼈がいるかも知れませんが、社会にで
て組織⼈として活動し、また活躍するためにも必要な能⼒であることは間違いない。
ここでは、学⽣の皆さんにも分かり易い 5 つの項⽬に絞って説明したいと思う。 
 
① ⽬標を達成する意欲を持つ 

⼈⽣を⼒強く⽣きるためには、⽬標を設定し、それに取組むことが必要である。
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組織⼈として活躍する場合も同じである。会社や所属する⾃部⾨の⽬標を知り、
その⽬標を踏まえて、⾃分として何が出できるかをいつも考える。このような姿
勢で取組めば、必ず会社から信頼される⼈になれるであろう。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
② コミュニケーション能⼒を⾼める 

社会に出たら、コミュニケーションの対象が⼤きく広がる。所属する部⾨だけで
なく、経営者、部内外の⼈々、それからお客様や取引先など、さまざまである。
コミュニケーション能⼒を積極的に⾼めることが、相⼿に信頼感を与え、ひいて
は⾃分の仕事をスムーズに進めることができる。したがって、コミュニケーショ
ンを⾼めるポイントを理解しすることが⼤切である。 

③ ⾃分の⼒量を知る⼤切さ 
⼈はそれぞれ性格が異なり、持ている能⼒も違いがある。しかし、組織では、⼀
定の能⼒を求められいる。組織で求められている能⼒と⾃分の能⼒のギャップを
知ることは、⾮常に⼤切である。いままで、⻑年⾃分の能⼒の不⾜しているとこ
ろに気付かないまま、成⻑が阻害されている事例を多くみてきた。 
これを⽀援する仕組みとして、現場⼒量の調査表のほかに、経営者、管理職、営
業職など各種⼒量の⾃⼰評価シートをつくってきた。これらの資料を活⽤すれば、
⾃分の現在の⼒量を「⾒える化」することができ、改善する機会が得られる。こ
れについては、著書「マネジメント⼒の「⾒える化」（注２）で、詳しく説明して
いる。 

④ 会議の技術を⾝につける 
会議とは、テーマをもって、参加メンバーが⼀緒に検討し、合意形成を図る機会
である。会議が効率的で上⼿く機能している組織は、社内のコミュニケーション
⼒が⾼く改善が進み元気な会社ではないかと思う。また、利害関係者との外部コ
ミュニケーションの活性化も会社発展するためには⽋かせない。 
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会議では、準備作業が必要であり、会議を仕切る⼈（マネジメント）の役割は⼤
きい。また、終わった後の議事録も継続的な会議を⾏うためには⽋かせない。 

⑤ 問題点を⾒つけ解決する 
問題解決⼒は、管理能⼒の重要な要素である。隠れた問題点を進んで発⾒するに
は、実態の把握と客観的な評価が必要である。そのためには、PDCA のアプロー
チや統計分析の⼿法が役に⽴つ。また、明らかになった問題点を解決するために
は、原因の深堀と多⾯的な展開をすることにより、改善につながる対策を的確に
選択することができる。 
 
 講演の第 3 章の「診断シートの⾒える化」については、管理職⼒量の⾃⼰診断
シートのモデルを提供している。診断項⽬を右脳系と左脳系に⼆分して、⾃分の
⾏動パターン（傾向）を知る機会にして欲しいという意図があったが、学⽣の皆
様にはまだ理解できなかったかも知れない。 

 
4 海運業界と ISO マネジメント（第 4 章） 

① 海運業界における ISO 活⽤の事例 
海運業界における ISO の活⽤実態についてインターネットで調べてみた。ここで
は、4 つの事例を紹介したい。 
まず、ESG 経営と合体して世界的レベルで環境 ISO に取組んでいる「⽇本郵船」
（注 3）。次に、国内の関連フェリー会社で ISM コードを展開している「商船三
井」（注 4）。更に、新造船の建設に限定して品質 ISO を取得している「川崎汽船」
（注 5）。最後に、会社全体の業務を対象に品質と環境 ISO を展開している「愛知
海運」（注 6）の事例である。 
これらの事例から、海運業界における ISO の取組みも、いろいろな選択があるこ
とを知ることができた。 

② 海難事故を検討する 
近年に起きた、重⼤な海難事故として、①セヴォル号の沈没事故（注 7）、②モー
リシャス座礁事故（注 8）、③スエズ運河の座礁事故（注 9）の 3 つの事例を挙げ
てみた。海難事故は、ちょっとしたミスでも⼀度発⽣すると、多くの⼈命や莫⼤
な環境破壊、そして⼤きな経済的な損失を被ることをまざまざと教えてくれた。
経済効率の追求だけでなく、発⽣するリスクの⼤きさを想定した取組が必要であ
ることを教えてくれる。 

③ 外航船の燃料消費について 
2020 年 10 ⽉国交省の広報によると、IMO（国際海事機関）で燃費性能を格付け
する国際的な制度が合意されたことが報じられている。この制度は外航の⼤型船
が対象で、5 段階（A〜E）で評価する制度である。E もしくは 3 回連続 D になる
と、所有者は政府に改善計画を提出しなければならない。現在、⽇・中・韓の合
計 8,175 隻を新制度に基づき評価すると、D 及び E は、⽇本が 17％、中国が 33％、
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韓国が 36％である。 
現在では、世界で航⾏する外航船の⼆酸化炭素の排出量は、全世界の 2％に達し
ています。これから海運業界は、燃料効率化のための船舶改造が進むであろう。
造船技術の⾼い⽇本にとっては、ビジネスチャンスがやってくる気配がする。 

 
5 社会に旅⽴つ若者にひとこと（第 5 章） 

いままでの⼈⽣を通じて⼼に残っている「⼀歩進めば景⾊は変わる」という⾔葉を、
旅⽴つ若者にエールを送りたい。 

これは松下幸之助翁が⾔った⾔葉である。私の⼈⽣の中で、これを実感したのは 2
回あった。⼀回⽬は、保険会社で、コンピュータ部⾨の仕事を 10 年近くやって、40
歳前に札幌に転勤した時のことである。知識も⼈脈も⼟地勘も全くない中で、初めて
のノンマリン営業を与えられたが、サラリーマン⽣活で⼀番イキイキしていたひと時
を過ごすことができた。仲間や顧客に助けられて、営業数字には苦労せず家族ともど
も楽しい時代を過ごすことができた。 

⼆回⽬は、本社の事業部⻑をしていた時のことである。⽣損保合併の時代を迎え、
直販部⾨の整理をせざるを得なくなった。20 ⼈ほどいた部下の選択として、会社に残
る⼈、代理店として独⽴する⼈、そして退職する⼈と選択を迫るつらい経験をした。
そして、⾃分も 55 歳で早期退職の道を選んだのである。ここから、ISO との出会いが
始まり、20 年近くいまだに仕事を続けることができた。⼈⽣の節⽬で、希望をもって
新しい世界に⾶び込めば、必ず道は開けることを体験している。 

 
6 ISO マネジメントで SDGs を促進する 

SDGｓとは、2015 年 9 ⽉国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030 アジェンダ」でる。17 のゴールと 169 のターゲットから構成され，持続可能で
より良い世界をめざす世界共通の⽬標である。SDGs は発展途上国のみならず，先進
国も取組む世界的な課題であり，⽇本としても、いまや国家も⺠間企業でも⼀緒にな
って取組むことが求められている喫緊の課題である。 

17 のゴールの中⾝は、「貧困をなくす」「飢餓をゼロ」「安全な⽔とトイレ」「クリー
ンエネルギー」「⼈や国の不平等をなくそう」「海の豊かさ」「陸豊かさ」などあり、
従来の企業⽬標と少し異なる内容です。⾔い換えれば、少し遠回りしても、地球や
⼈々にやさしい取組をめざすことが、これからの企業の継続発展に⽋かせないテーマ
ではないかと思う。 

しかし、この「17 のゴール」の中に、次の事業⽬標に繋がるヒントがある。すなわ
ち、品質 ISO の取組み⽬標に「環境や⼈にやさしい製品・サービスの開発」をめざす
こと、また、環境 ISO を積極的に取組むことにより、利害関係者や取引先からの信⽤
を得ることができる。SDGｓの取組みは、事業活動との連動をめざす ISO の⽬標設定
にも新鮮で継続的なテーマを与えてくれるのである。 
 6 ⽉ 20 ⽇の読売新聞に「海運アンモニア重視」という表題で、商船三井が、クリー
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ン燃料需要拡⼤を⾒込んでアンモニア輸送業務に再参⼊すること。川崎汽船が、国内
外の 22 社と提携してアンモニアの船舶燃料に向けた協議会を開催したこと。更に、⽇
本郵船が、アンモニアの製造装置を研究開発する新興企業に出資したことが掲載され
ていた。海運業界も新しい課題に向かって舵を切り換える予兆が垣間⾒えてきた。 

 
 

（注１） 経営に役⽴つ ISO マネジメントシステム（⾃作 Amazon 本） 
（注２） マネジメント⼒の「⾒える化」（⾃作 Amazon 本） 
（注３） 環境認証の取得 | ⽇本郵船株式会社 (nyk.com) 
（注４） 安全運航について - 商船三井フェリー (sunflower.co.jp) 
（注５） ISO9001 認証取得について | 事業紹介 | 川崎汽船株式会社 (kline.co.jp) 
（注６） ISO 情報 ｜ 愛知海運 株式会社 | AICHI KAIUN CO.,LTD. (aikai.co.jp) 
（注７） セウォル号沈没事故 - Wikipedia 
（注８） WEB 特集 モーリシャス座礁事故 1 か⽉ 影響は？原因は？ | 環境 | NHK ニ

ュース 
（注９） スエズ運河事故から学ぶ世界海運の最新事情 | nippon.com 

 
 
（海洋会の紹介） 
   ⼀般社団法⼈「海洋会」は、⼤正 9 年「社団法⼈商船学校校友会」として設⽴され 

た。設⽴の⽬的は、わが国の産業、社会⽂化の 発展に寄与し、あわせて会員相互の 
親睦、知識の増進を図ることである。そのために、次の事業を⾏っている。 
(1) 海事・船員・海運に関する諸問題の調査研究  (2) 物流に関する調査研究  (3) 
海事思想を含めた海の⽇の理念の普及活動  (4) 会員の出⾝した国⽴⼤学法⼈の活
動に対する⽀援  (5) 図書の出版  (6) 会誌の発⾏（新年号、3、５、８、10 ⽉号；
年５回）  (7) 講演会等の開催  (8) 会館の設置及びその運営  (9) 会員の福祉増
進  (10) 会員の知識と経験を活かした社会に貢献するボランティア活動など。 
本部は、東京麹町海事センタービル６F にあり、⽀部は国内 14 か所、海外 4 拠点あ
る。会員数は、令和 3 年 3 ⽉で 10,944 名である。 


