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㈱パデセア 黒柳 

 

「ISO 14001改訂版対応－環境マニュアル改訂文例」 

第 3回：ISO14001：2015逐条解説と環境マニュアルの例（6.1） 

 

「ISO 14001改訂版対応－環境マニュアル改訂文例」として今回は、6.1 リスク及び機会への取

組みを対象にする。「リスク及び機会」は 2015年版の新規の要求であり、今回の重要な改訂点にな

っている。 

 なお ISO14001：2015が 9月 15日に発行した。FDISから ISでの大きな変更はなく、本稿以降は

IS の日本語訳で執筆をしている。また、規格要求の文書は従来通り、2015 年版の変更点を抜出し

著作権に触れない程度に変更をしているため、ご理解願いたい。 

 

6計画 

6.1 リスク及び機会への取組み 

6.1.1一般 

 (1)規格要求事項のコンセプト 

規格の意図は、環境マネジメントシステムの計画をするための前提条件としてリスク及び機会を

決定することである。リスク及び機会は、環境側面、順守義務、外部及び内部の課題、利害関係者

の要求事項に関連するものを決定する。リスク及び機会は、従来からの管理対象であった著しい

環境側面、順守義務に加えて、環境マネジメントシステムの中で管理することが求められる。 

 

(2)解説 

 6.1は「リスク及び機会への取組み」として、6.1.1一般、6.1.2環境側面、6.1.3順守義務、6.1.4取

組みの計画策定と 4つの箇条で構成されている。 

 計画の前提として定めたリスク及び機会、著しい環境側面、順守義務は、6.1.4 で管理の方向性

を整理し、この後の環境マネジメントシステムの中（例：環境目標、運用の計画及び管理、緊急事

態の準備及び対応、監視測定、分析及び評価等）で計画、運用、評価をする。 

 

① 環境マネジメントシステムの計画を策定するとき，組織は，次を考慮する。 

– 4.1 外部及び内部の課題 

– 4.2 利害関係者のニーズ及び期待 

– 環境マネジメントシステムの適用範囲 

 リスク及び機会、著しい環境側面、順守義務を決定する際に、4.1 の外部及び内部の課題、利害

関係者のニーズ及び期待、適用範囲について考慮することが求められる。 

 ISO14001では「考慮する」と「考慮に入れる」の言葉が出てくるが、附属書 A.3にはその違いは以

下の説明がされている。 

「“考慮する（consider）”という言葉は, その事項について考える必要があるが除外することができ

る,という意味をもつ。“考慮に入れる（take into account）”は, その事項について考える必要があ

り，かつ，除外できない、という意味をもつ。」 

これらの言葉は、2004 年版の目的及び目標を設定する際にも「法的要求事項及び組織が同意

するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れること」「技術上の選択肢，財務上，
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運用上及び事業上の要求事項，並びに利害関係者の見解も考慮すること」と使われている。要求

の強さは 2004版と同様に考えたら良いだろう。 

対応は組織にまかされているが、“考慮する”“考慮に入れる”を行った結果がどうなったかの説

明ができることは必要である。例えば、4.1、4.2 に関連するリスク及び機会及び環境側面があれば

抽出するか、環境影響評価の際に考慮する。順守義務は元々4.2 との関連性がある。 

 

② 次の事項のために取り組む必要がある，環境側面，順守義務、4.1及び 4.2で特定したその他

の課題及び要求事項に関連する，リスク及び機会を決定する。 

– 環境マネジメントシステムが，その意図した成果を達成できる。 

– 外部の環境状況が組織に影響を与える可能性を含め，望ましくない影響を防止又は低減す

る。 

– 継続的改善を達成する。 

 

リスクは用語の定義 3.2.10 で「不確かさの影響」とあり、更に注記において「影響とは、期待され

ていることから、好ましい方向又は好ましくない方向にかり（乖）離することをいう。」とある。またリスク

及び機会は定義 3.2.11 で「潜在的で有害な影響（脅威）及び潜在的で有益な影響（機会）」とある。

ここで判らないのは、リスクは好ましい方向と好ましくない方向があるが、更にリスク及び機会になる

と有害な影響（脅威）と有益な影響（機会）があるといっていることである。リスクは有害な影響（脅威）

だけでなく有益な影響（機会）を含み、機会は有益な影響（機会）と解釈されるのか。具体的に何を

リスクとし何を機会とするのか判りにくい。 

ここはリスクと機会の個々の対象については規格では定めておらず、「リスク及び機会」は、一体

の言葉として捉え、組織の判断でこれはリスク、これは機会として決定すれば良いのだろう。環境影

響には有害と有益があるが、それを引き起こす環境側面の有害、有益に区分の定義はなく、組織

が定めることで良いのと同様である。 

規格要求にあるように、リスク及び機会は著しい環境側面、順守義務、外部及び内部の課題、利

害関係者のニーズ及び期待を発生源とするものを決定する。また、6.1.2環境側面、6.1.3順守義

務の注記でも著しい環境側面及び順守義務がリスク及び機会を「もたらしうる」ことを示している。 

 

【リスク及び機会と環境側面の関連】 

ここで、リスク及び機会と環境側面の関連を整理する。 

環境側面は、組織が環境に与える影響だが、4.1組織及びその状況の理解は環境が組織に与

える影響を決定する必要がある。こうした外部環境の変化を環境側面に既に取り入れている組織も

あるが、2004年版では規格要求ではないため考慮していない組織も多い。 

リスク及び機会は単独で存在するものではなく、図表1のように他の規格要求と関連性がある。こ

こに示すリスク及び機会は、外部及び内部の課題、利害関係者のニーズ及び期待、環境側面、順

守義務を発生源として特定したものである。規格要求に忠実に対応するとリスク及び機会が決定さ

れてくる。 

2015年版で重要なのは「組織の状況」を踏まえて環境マネジメントシステムを組み立てることで

ある。そのため、組織の状況を環境マネジメントシステムに取り入れるため「リスク及び機会」というツ

ールを提供しているのである。従ってリスク及び機会として特に漏らしてならないのは、組織の状況

に関連するものである。 

一方、図表１で示すリスクは「エネルギーコスト上昇」、環境側面は「電気の使用」であり、組織に
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とって管理する対象は電気であることに変わりない。また、機会では「省エネ製品開発」を特定して

いる。有益な環境側面として「省エネ製品開発」を既に特定している場合は、リスク及び機会は実

質上追加にはならない。従って、組織の状況に関連するリスク及び機会を決定しても、結果的には

環境側面と重なることはありうる。 

 

図表 1 4項と 6項の関連性 

項番 項目 内容 

4.1 外部及び内部の課題 エネルギー不足 

4.2 利害関係者のニーズ及び期待 省エネ製品へのニーズ 

6.1 6.1.1 リスク及び機会 （リスク）エネルギーコスト上昇 

（機会）省エネ製品開発 

6.1.2 環境側面 電気の使用 

6.1.3 順守義務 省エネ法 

 

【リスク及び機会の決定方法】 

リスク及び機会の決定方法としては、付属書 A.6.1.1 では「リスク及び機会は，決定し，取り組む

必要があるが，正式なリスクマネジメント又は文書化したリスクマネジメントプロセスは要求していな

い。リスク及び機会を決定するために用いる方法の選定は，組織に委ねられている。この方法には，

組織の活動が行われる状況に応じて，単純な定性的プロセス又は完全な定量的評価を含めてもよ

い。」としている。 

定性的な方法としては環境会議での決定、環境管理責任者やトップマネジメントの決定等があり、

定量的な方法としては原因別にリスクを洗い出し、環境側面と同様にリスク評価をする方法等があ

る。規格であまり厳密な方法でなくても良いと言っている訳であるから、定性的な方法で適切にリス

ク及び機会が決定されていれば良いと思うがいかがだろうか。 

 以下、リスク及び機会を決定する 2つの方法を挙げる。 

 

【例 1】リスク及び機会を単独で決定 

4.1外部及び内部の課題、4.2利害関係者のニーズ及び期待、6.1.2環境側面、6.1.3順守義務

を発生源として「リスク及び機会」を決定する方法 

 

 

 

 

 

 

  

項番 内容 

4.1 原発停止によるエネルギー不足 

4.2 省エネ製品へのニーズ 

6.1.2 電気の使用 

6.1.3 省エネ法 

 

 

項番 内容 

6.1.1 （リスク）エネルギーコスト上

昇 

（機会）省エネ製品開発 
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【例 2】リスク及び機会を著しい環境側面に集約 

4.1 外部及び内部の課題、4.2 利害関係者のニーズ・期待、6.1.3 順守義務を発生源として、「リ

スク及び機会」を決定し、著しい環境側面として集約させる方法。集約させる方法には、決定したリ

スクを環境側面として追加すること、リスクを環境影響評価の評価（重大性評価等）に組み込むこと

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスク及び機会を著しい環境側面に集約し運用する根拠は、附属書 A6.1.1 の以下の文にある。

「環境側面（6.1.2 参照）は．有害な環境影響，有益な環境影響，及び組織に対するその他の影響

に関連する，リスク及び機会を生み出し得る。環境側面に関連するリスク及び機会は，著しさの評

価の一部として決定することも、又は個別に決定することもできる。」 

 

③ 組織は，環境マネジメントシステムの適用範囲の中で，環境影響を与える可能性のあるものを

含め，潜在的な緊急事態を決定しなければならない。 

 ここでは、潜在的な環境影響を与えるものを含め緊急事態の決定を要求している。附属書

A.6.1.1 では、「緊急事態は，顕在した又は潜在的な結果を防止又は緩和するために特定の力量，

資源又はプロセスの緊急の適用を必要とする，計画していない又は予期しない事象である。」とあ

る。また、6.1.2環境側面では、「非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態」とある。 

 本項で緊急事態を決定するのであるが、整理としては環境影響を与える緊急事態は環境側面と

して捉えられているため、6.1.2 環境側面で決定し、それ以外は本項で決定する方法が考えられる。

従来特定してきた環境影響を与える以外の（環境側面以外の）緊急事態としては以下の例が挙げ

られる。 

（環境側面以外の緊急事態の例） 

 環境法令改正の情報入手がされず法令違反になる 

 製品の環境性能に関しての表示が誤表示である 

 地域に対する環境コミュニケ―ションが不適切で地域の反発がある 等 

  これらは、直接的な環境影響を与える訳ではないが、環境に関連した事業上の緊急事態である。

決定には、リスク及び機会のうち、緊急事態に相当するものを事業上の緊急事態と考えても良い

だろう。 

 

 

 

  

6.1.2 

（有害） 

電気の使用 

（有益） 

省エネ製品開発 

 

6.1.1 

（リスク） 

エネルギーコスト

上昇 

（機会） 

省エネ製品開発 

 

 

項番 内容 

4.1 原発停止によるエネルギー不足 

4.2 省エネ製品へのニーズ 

6.1.3 省エネ法 
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図表 2 緊急事態の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 組織は，次の文書化した情報を維持しなければならない。 

－ リスク及び機会 

－ 6.1.1～6.1.4 で必要なプロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度

のプロセス 

 6.1全体に対する文書化した情報の要求である。リスク及び機会については文書化した情報は必

須である。また、6.1.1から 6.1.4において「プロセスが計画通りに実施されると組織が確信を持つ程

度の文書化した情報」として、組織が何を対象とするか決める必要がある。プロセスの文書化した

情報例としては以下のものが考えられる。プロセスには文書と記録の両方が含まれているため、

2004年版の文書、記録のどちらに相当するものがあっても良い。 

6.1.1 リスク及び機会の決定プロセス、潜在的な緊急事態の決定プロセス 

6.1.2 環境側面の抽出・評価・著しい環境側面の決定プロセス 

6.1.3 順守義務の決定プロセス 

 

（3）環境マニュアルの例 

6.1 リスク及び機会への取組み 

6.1.1 一般 

（例１）事業計画と環境目標を統合している場合 

環境管理責任者は、6.1.1～6.1.4 に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し、

実施し、維持する。 

 

環境管理責任者は、環境マネジメントシステムの計画を策定するとき、以下の事項を考慮する。 

a) 外部及び内部の課題 

b) 利害関係者のニーズ及び期待  

c) 当社環境マネジメントシステムの適用範囲 

 

環境管理責任者は中期経営計画及び年度経営計画策定時に次の事項のために、環境側面、

順守義務、外部及び内部の課題、利害関係者のニーズ及び期待に関連するリスク及び機会を設

定し、社長はこれを承認する。 

A：環境影響を与える可

能性のあるもの 

環境マネジメントシステムの緊急事態 

B：A以外の緊急事態 

6.1.2環境側面 6.1一般 
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a) 環境マネジメントシステムがその意図した成果を達成する。 

b) 外部の環境状態が組織に与える望ましくない影響を防止又は低減する。 

c) 継続的改善を達成する。 

 

環境管理責任者は、環境マネジメントシステムの適用範囲の中で、環境影響を与える可能性の

ある緊急事態は 6.1.2 環境側面で決定し、それ以外の事業上の緊急事態は、中期経営計画及び

年度経営計画策定時に設定し、社長はこれを承認する。 

 

環境管理責任者は、次に示す文書化した情報を維持する。 

a) リスク及び機会、事業上の緊急事態は中期経営計画及び年度経営計画策定時の資料に明

確にする。 

b) 6.1.1～6.1.4に関する文書化した情報は、各要箇条で明確にする。 

 

（例２）リスク及び機会を環境側面に集約する場合  注：例１との違いを記載 

・・・ 

環境管理責任者は中期経営計画及び年度経営計画策定時に次の事項のために、環境側面、

順守義務、外部及び内部の課題、利害関係者のニーズ及び期待に関連するリスク及び機会を決

定し、これを著しい環境側面とする。 

・・・ 

環境管理責任者は、次に示す文書化した情報を維持する。 

a)  決定されたリスク及び機会、事業上の緊急事態は著しい環境側面とし「著しい環境側面登

録簿」に記載する。 

 

（例３）リスク及び機会を事業計画以外に決定する場合 注：例１との違いを記載 

・・・ 

ISO 事務局は、環境側面、順守義務、外部及び内部の課題、利害関係者のニーズ及び期待に

関連するリスク及び機会を「リスク及び機会登録簿」に記載し、環境管理責任者はこれを承認する。 

・・・ 

 

以下「リスク及び機会登録簿」を業種別に例示する。実際には環境側面、順守義務は数多くある

が、環境側面１つ１つにリスク及び機会を挙げる必要はなく、リスク及び機会に関連する環境側面、

順守義務は何があるかを考えれば良いだろう。 

リスク及び機会登録簿（共通） 

発生源の区分 発生源の内容 リスク 機会 

環境側面 
電気の使用 エネルギーコストの上

昇 

省エネ製品開発 

工程の省エネ化 

順守義務 
化学物資規制強化 製品への利用制限 規制化学物質代替使用

製品提 

外部及び内部の

課題 

外部：原材料不足 原材料コストの上昇 

操業度低下 

安定供給される材料への

変更 

内部：開発人材不足 新製品投入の遅れ ― 



7 

 

利害関係者のニ

ーズ及び期待 

環境に関連する情報

公開の要請 

不適切な対応による組

織イメージ低下 

組織ブランドイメージ向上 

 

リスク及び機会登録簿（建設資材製造業） 

発生源の区分 発生源の内容 リスク 機会 

環境側面 
燃料の使用 エネルギーコスト上昇 省エネ製品開発 

工程の省エネ化 

順守義務 
エネルギー関連法改

正 

エネルギー関連法に適

切に対応できない 

適切に対応し省エネ、コ

スト削減を実現 

外部及び内部の

課題 

外部：人出不足による

現場工事の遅れ 

工事の遅れによる在庫

積み上がり 

現場加工の少ない建設資

材開発 

内部：省エネ投資資

金不足 

エネルギーコスト削減

の遅れ 

― 

利害関係者のニ

ーズ及び期待 

現場加工の少ない建

設資材 

現場可能の少ない新

製品投入の遅れ 

現場加工の少ない建設資

材開発 

 

リスク及び機会登録簿（電気製品製造業） 

発生源の区分 発生源の内容 リスク 機会 

環境側面 
原材料の使用 原材料コスト上昇 売り切りからメンテナンス

含めたビジネスモデル 

順守義務 
海外化学物質規

制 

代替材料に期待性能がで

ない 

代替材料を使用した製品 

外部及び内部の

課題 

外部：円安 輸入原材料コスト上昇 輸出採算の改善 

内部：製品開発人

材が弱い  

新製品開発投入の遅れ ― 

利害関係者のニ

ーズ及び期待 

生物多様性対応

への期待 

生物多様性への影響顕在

化によるイメージ悪化 

生物多様性等環境ブラン

ドのイメージ向上 

 

リスク及び機会登録簿（運輸業） 

発生源の区分 発生源の内容 リスク 機会 

環境側面 燃料の使用 燃料コスト上昇 効率的物流システム開発 

順守義務 
自動車排ガス規制 排ガス規制による車両買

い替え 

車両買い替えによる燃料

コスト削減 

外部及び内部の

課題 

外部：異常気象 異常気象による輸送遅延 代替輸送手段の開発 

内部：運転手不足 労働強化による離職率上

昇、事故の増加 

労働条件改善による定着

率向上 

利害関係者のニ

ーズ及び期待 

多頻度少量発送 多頻度少量発送によるコ

スト上昇 

帰り便有効利用、配送ル

ート工夫による対応 
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6.1.2 環境側面 

（１）解説 

 環境側面について従来から要求内容そのものは変更にはなっていない。ただし、ライフサイクル

の視点が強調されているため、自社の環境マネジメントシステムを見直し、不十分と思われる組織

は対応が必要になる。 

 

① ライフサイクルの視点を考慮し，組織の活動，製品及びサービスについて，組織が管理できる

環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面，並びにそれらに伴う環境影響を決定

しなければならない。 

下線部について解説をする。 

【ライフサイクル（life cycle)】 

 ライフサイクルは定義 3.3.3 では「原材料の取得又は天然資源の産出から，最終処分までを含む，

連続的でかつ相互に関連する製品（又はサービス）システムの段階群。」とあり、原材料の採取、設

計、生産、輸送、使用、使用後の処理であり調達先、委託先を含めたものである。  

 

【組織が管理できる環境側面、影響を及ぼすことができる環境側面】 

組織が「直接管理できる環境側面」に加えて、直接管理できなくとも「組織が影響を及ぼすことが

できる環境側面」を対象としている。2004 年版から要求されていることであるが、2015 年版では「ラ

イフサイクルの視点を考慮」が強調されている。製品のライフサイクルやサプライチェーンの環境側

面を考慮することを要求している。また、附属書 A.6.1.2では、「詳細なライフサイクルアセスメントを

要求するものではなく，組織が管理できる又は影響を及ぼすことのできるライフサイクルについて注

意深く考えることで十分である。」ともいっており、詳細な分析までは期待されていない。 

 また、附属書 A.6.1.2 では以下の説明がされている。少々長いが、規格の意図を良く表している

ので引用する。 

「組織は，組織が直接的に管理できる環境側面のほかに，影響を及ぼすことができる環境側面が

あるか否かを決定する。これは，他者から提供され，組織が使用する製品及びサービス，並びに組

織が他者に提供する製品及びサービス（外部委託したプロセスに関連するものも含む。）に関連し

得る。組織が他者に提供する製品及びサービスについて，組織は，その製品及びサービスの使用

及び使用後の処理に対して限定された影響しかもつことができない場合がある。しかし，いかなる

場合においても，組織が管理できる程度，影響を及ぼすことができる環境側面，及び組織が行使

することを選択するそうした影響の程度を決定するのは，組織である。」 

 製品、サービス、調達先、委託先の環境側面はライフサイクルの視点で考慮するが、「影響を及

ぼすことができる」範囲であり、当然であるが影響を及ぼせない範囲の環境側面を決定することを

要求しているものではない。 

 ライフサイクルの環境側面を抽出する方法であるが、調達先、業務の委託者、製品、サービスの

分類を行い有害な環境側面又は有益な環境側面として抽出する方法がある。図表３はその例であ

るが、自社がライフサイクルにおいて能動的に働きかけるため、有益な環境側面として考えた方が

抽出しやすいと思うがいかがだろうか。また、ライフサイクルの環境側面が著しい環境側面となった

場合、管理は 8.1 運用の計画及び管理で行われるためライフサイクルの分類や環境側面の抽出

も 8.1で活動しやすい方法が良いだろう。 
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図表３ ライフサイクルの環境側面抽出 

 ライフサイクル 

8.1 運用の計画

及び管理 

調達先 委託先 輸送、配送 使用 使用後の処理、最

終処分 

a)設計・開発 原材料の効率

使用 

作業性向上 

有害物質削減 

小型化、軽量化 省エネ化 長寿命化 

有害物質不使用 

b)要求事項の決

定、c)伝達、 

ｄ）情報提供 

有害物質を含

まない要求 

（ b)、c)関連） 

構内での作業

手順の要求 

（ b)、c)関連） 

効率的輸送の

要求 

（ b)、c)関連） 

効率的使用の

説明、表示 

（ d)関連） 

廃棄、分別の情報

提供 

（ d)関連） 

 

【環境影響を決定】 

 環境側面を決定したならば、セットで環境影響を決定することを要求している。2004 年版では要

求されていなかったが、実際には環境影響を決定していない組織はほとんどないだろう。 

 

②非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態 

 環境側面における緊急事態を決定することが要求事項となっている。2004 年版では緊急事態の

決定は、4.4.7 緊急事態への準備及び対応で実施することになっていたが、2015 年版では計画段

階で実施することになったため、その決定を環境側面でも要求されることになった。これも実施して

いない組織はほとんどでないであろう。 

 

２．環境マニュアルの例 

 従来からライフサイクルの視点をもって環境側面を抽出してきた組織は、マニュアルの変更は不

要である。あえて言えば、マニュアルの環境側面の項目に「ライフサイクル」の言葉がなければ、追

加しておくと規格要求への対応が明確になる。ライフサイクルの視点が不足している場合、追加対

応が必要である。現在の組織の環境側面の抽出方法は千差万別であるため、一般化は難しく図

表 3に示した考え方を参考に、自社としてどう対応するか検討していただきたい。 

 

6.1.3 順守義務 

（１）解説 

 「順守義務」は附属書 A.3 で「“順守義務”という表現は，旧規格で用いていた“法的要求事項及

び組織が同意するその他の要求事項”という表現に置き変わるものである。この新たしい表現の意

味は，旧規格から変更していない。」とある。 

 この言葉の置き換え以外に 2015年版で変更になったのは以下の 1点である。 

 

① 組織にどのように適用するかを決定する。 

 2004 年版の「組織の環境側面にどのように適用するか決定する」が、「組織に」となった。2004 年

版の意図は、環境側面と法的及びその他の要求事項関連性を明確にすること、「どのように」とある

ように法規制等の環境側面への適用内容を明らかにすることにあった。 

2015 年版では「組織に」となったため、組織にどのように適用されるか明確化が求められる。順

守義務の内容をどこまで詳細に決定するかは組織の状況（組織の規模、環境負荷、順守義務の



10 

 

多さ・複雑さ、関係者の数等）による。「どのように」とあるため、下記の様に順守義務の詳細な内容

を必要な程度に決定し、順守を確実にする。 

＜決定の例＞ 

 施設：対象となる施設、対象となる物資   

 届出：設備や管理体制・責任者の届出 

 測定：排出基準に基づく監視測定  

 記録：測定結果の記録、産業廃棄物のマニフェスト記録 

 報告：環境負荷物排出量の行政への報告 

 保管：産業廃棄物の保管基準の順守（掲示板の表示含む）、化学物質・危険物の管理 

 部門：日常管理部門、行政との対応部門 

 

（２）環境マニュアルの例 

従来から順守義務の適用内容を明確にしてきた組織にとっては追加とはならない要求である。こ

の場合マニュアルの「当社の環境側面にどのように」との記述があれば、「当社にどのように」と改訂

すれば良いだろう。 

前記決定の例で示した様に、組織への適用において整理が不足している場合、決定内容を改

訂することが必要である。 

 

6.1.4 取組みの計画策定 

（１）規格要求事項のコンセプト 

  本箇条は、この後の環境マネジメントシステムでリスク及び機会、著しい環境側面、順守義務に

対する要求への取組みを計画し、有効性の評価を実施することを要求している。本箇条単独での

要求ではなく、この後の環境マネジメントシステムを確実に実施することで本要求は満たされる。 

 

（２）解説 

①組織は，次の事項への取組みを計画しなければならない。 

– 著しい環境側面 

– 順守義務 

– 6.1.1で特定したリスク及び機会 

著しい環境側面、順守義務、リスク及び機会をこの後の環境マネジメントシステムの中での取り

組みを計画する。 

 

②次の事項を行う方法 

– その取組みの環境マネジメントシステムプロセス（6.2，箇条 7，箇条 8 及び 9.1 参照）又は

他の事業プロセスへの統合及び実施 

– その取組みの有効性の評価（9.1参照） 

 

 環境マネジメントシステムプロセスへの統合及び実施は図表4にある各項目で実施される。これら

は、他の事業プロセス（品質マネジメントシステム、労働安全マネジメントシステム、方針管理制度

等）に統合し実施することでも良い。取組みの有効性は 9.1 監視、測定、分析及び評価、9.2 内部

監査で評価される。 
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図表 4 規格項目で扱われるリスク及び機会、著しい環境側面、順守義務 

規格項目 リスク及び機会 著しい環境側面 順守義務 

4.2利害関係者の

ニーズ及び期待

の理解 

― ― 

「組織の順守義務となるもの」を

決定 

4.3EMSの適用範

囲の決定 
― ― 

「4.2 に規定する順守義務」を考

慮して適用範囲を決定 

5.2 環境方針 
― 

（「環境影響を含む組織の状

況に対して適切」） 

「組織の順守義務を満たすこと

へのコミットメント」 

6.1 リスク及び機

会への取組み

6.1.1 一般 

「環境側面」「順守義務」に関

連する「リスク及び機会」を決

定 

「環境側面」「順守義務」に関連

する「リスク及び機会」を決定 

「環境側面」「順守義務」に関連

する「リスク及び機会」を決定 

6.1.4 取組の計画

策定 

「著しい環境側面」「順守義

務」「リスク及び機会」への取

組みを計画 

「著しい環境側面」「順守義務」

「リスク及び機会」への取組み

を計画 

「著しい環境側面」「順守義務」

「リスク及び機会」への取組みを

計画 

6.2.1 環境目標 「リスク及び機会を考慮し」環

境目標を確立 

「著しい環境側面及び関連す

る順守義務を考慮に入れ」環

境目標を確立 

「著しい環境側面及び関連する

順守義務を考慮に入れ」環境目

標を確立 

7.2 力量 
― 

（「環境パフォーマンスに影響

を与える業務」の力量） 

「順守義務を満たす組織の能力

に影響を与える業務」の力量 

7.3 認識 

― 

「自分の業務に関係する著しい

環境側面」の認識 

「順守義務を満たさないことを含

む，EMS要求事項に適合しない

ことの意味」の認識 

7.4.1 コミュニケー

ション 7.4.1 一般 
― ― 

コミュニケーションプロセスの計

画に「順守義務を考慮に入れる」 

7.4.3 外部コミュニ

ケーション 
― ― 

「順守義務による要求に従って」

外部コミュニケーションを行う 

7.5 文書化した情

報 7.5.1 一般 ― ― 

「順守義務を満たしていることを

実証する必要性」の為の文書化

した情報 

8.1運用の計画及

び管理 

「6.1及び6.2で特定した取組

みを実施するために必要な

プロセス」を確立、実施、管

理、維持 

「6.1 及び 6.2 で特定した取組

みを実施するために必要なプ

ロセス」を確立、実施、管理、維

持 

「6.1 及び 6.2 で特定した取組み

を実施するために必要なプロセ

ス」を確立、実施、管理、維持 

8.2緊急事態への

準備及び対応 

「6.1.1 で特定した潜在的な

緊急事態への準備及び対応

のために必要なプロセス」を

確立、実施、維持 

「6.1.1 で特定した潜在的な緊

急事態への準備及び対応のた

めに必要なプロセス」を確立、

実施、維持 

― 

9.1 監視、測定、

分析及び評価 

9.1.1 一般 ― ― 

「順守義務による要求に従って，

関連する環境パフォーマンス情

報について，内部と外部の双方

のコミュニケーションを行わなけ

ればならない」 

9.1.2 順守評価 

― ― 

「順守義務を満たしていることを

評価するために必要なプロセス」

を確立、実施、維持 

9.2 内部監査 監査時プログラムへの考慮

「組織に影響を及ぼす変更」 

監査時プログラムへの考慮「環

境上の重要性」 

監査時プログラムへの考慮「環

境上の重要性」 

9.3 マネジメントレ

ビュー 

「リスク及び機会」の変化を考

慮 

「著しい環境側面」の変化を考

慮 

「順守義務を含む，利害関係者

のニーズ及び期待」の変化を考

慮 
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③これらの取組みを計画するとき，組織は，以下の事項を考慮する 

– 技術上の選択肢 

– 財務上，運用上及び事業上の要求事項 

 取組みの計画の際に内容、水準、期間等を検討する際に「考慮する」ことが求められている。考

慮した結果、どう計画に反映するかは組織の判断になる。内容自体は 2004年版で 4．3.3目的，目

標及び実施計画にあったものである。 

 

（3）環境マニュアルの例 

 マニュアルへの対応は、管理対象である著しい環境側面、順守義務、リスク及び機会を規格のど

こで対応するか交通整理し、実施は対応する箇条で行うことを示せば良い。 

 

6.1.4 取組みの計画策定 

環境管理責任者は、著しい環境側面、順守義務、リスク及び機会を管理するため、その方法を

環境マニュアル（6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定、7 支援、8 運用、9.1 監視、

測定、分析及び評価）で示す。 

その取組みの有効性の評価の方法は 9.1 監視、測定、分析及びで評価、9.2 内部監査で実施

する。 

これらの取組みを計画するとき、各箇条において技術上の選択肢、並びに財務上、運用上及び

事業上の要求事項を考慮する。 

 

以上 

 


