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SA では、昨年度から ISO 55001 の審査認証業務
を開始しました。

これまでに、下表の 6組織が認証取得をしています。
MSA では、認証取得組織が増加していることから、

公益財団法人日本適合性認定協会 (JAB）に、アセット
マネジメントシステムの認証機関として認定申請し、
2017 年 5 月 9 日に受理されました。9 月に、JAB の審
査を受け、認定を得る予定です。

M
MSAのISO 55001の認証活動と JABへの認定申請

般社団法人日本アセットマネジメント協会（会
長：小林潔司 京都大学教授、略称 JAAM：

Japan Association of Asset Management）が本年 5 月
19 日に設立されました。法人会員、個人会員の募集
が 5月 29 日から始まりました。
JAAM は、国内外でのアセットマネジメントの普及と
有効なアセットマネジメントシステムの定着を目的と
しています。そして、アセットマネジメントに関する
最新の情報の提供、資格認定事業、教育研修事業、調
査研究事業、交流事業等を主な活動内容としています。

本年 9 月 21 日午後には、ニッショーホール（港区虎
ノ門 2－9－16）で JAAM 設立シンポジウムが予定さ
れています。また、12 月には日本初の認定アセットマ
ネージャー国際資格の検定試験が予定されています。
JAAM には MSA から代表取締役社長 藤井信二が理事
として就任し、協会活動に積極的に参画しています。

アセットマネジメントの普及に向け、JAAM（ジャーム )設立

一

014 年 1 月に、アセットマネジメントの国際規
格である ISO 55000 シリーズが発行されまし

た。ISO 55000 シリーズは、3 つの規格から構成され
ています (ISO 55000：概要、原則及び用語、ISO 
55001：アセットマネジメントシステム要求事項、
ISO 55002：ISO 55001 適用のためのガイドライン )。
これらの国際規格を活用することで、アセットマネジ
メント活動のシステマティックな改善と国内外のノウ

ハウへのアクセスが期待されています。
ISO 55000 シリーズは、本年 8 月にも日本工業規格
（JIS Q 55001）として発行される予定です。JIS Q 
55001 の制定により、今後、国内はもちろん海外にお
いても、アセットマネジメント分野の事業活動に必要
不可欠な規格として新たな展開が予想されます。
MSA は、JIS Q 55001 の動向について、これからも皆
様に情報提供いたします。

本年8月にも、ISO 55001のJIS制定
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日本アセットマネジメント協会 検索

認証取得組織 分野 認証範囲 認証時期

（株）オリエンタルコンサルタンツ

（株）中央設計技術研究所

クモノスコーポレーション（株）

（株）長大

八千代エンジニヤリング（株）

（株）復建技術コンサルタント

2016/8/26

2016/8/26

2016/12/21

2017/1/26

2017/3/23

2017/7/26

インフラ

水

インフラ

インフラ

インフラ

インフラ・水

・社会インフラ（道路、橋梁、上下水道、公園、トンネル、地下施設、河川、電力供給
施設、公共建築物等）のアセットマネジメントに関するコンサルティング業務
・社会インフラ（公園、緑地等）の包括委託業務
上下水道のアセットマネジメントに関するコンサルティング業務及び情報システムの構
築運用サービス
コンクリート造建物の点検・診断・補修及びコンクリート構造物のアセットマネジメン
トに関するコンサルティング業務
橋梁のアセットマネジメントに関するコンサルティング業務
一般公共インフラ（道路、橋梁、トンネル、治水施設）及び施設（医療施設、教育施設）
のアセットマネジメントに関するコンサルティング業務
橋梁及び上下水道のアセットマネジメントに関するコンサルティング

認証取得組織 分野 認証範囲 認証時期

（株）中央設計技術研究所 2016/8/26水 上下水道のアセットマネジメントに関するコンサルティング業務及び情報システムの構
築運用サービス

（株）長大 2017/1/26インフラ 橋梁のアセットマネジメントに関するコンサルティング業務

（株）復建技術コンサルタント 2017/7/26インフラ・水 橋梁及び上下水道のアセットマネジメントに関するコンサルティング

JAAMへの入会、活動内容などについては、こちらをご覧ください。
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際標準化機構（ISO）において、労働安全衛生マ
ネジメントシステム（ISO 45001）の規格開発が

進行中です。現在は開発メンバー各国において国際規
格案 (DIS2) の審議及びコメント投票期間中であり、9
月の第 6 回 PC283 マラッカ会議にて DIS2 投票結果の
レビューが行われます。コメントへの技術的な対応が
解決され、国際規格最終案 (FDIS) の省略が承認される
と、早ければ本年末ごろに IS が発行される見込です。
技術的な変更が必要な場合は、FDIS 段階を経て ISO
化は 2018 年初旬となる見通しです。
従来の OHSAS 18001 は新規格発行により廃止される

ため、規格移転 ( 乗換え ) の手続きについても並行し
て審議が進められています。
ISO 45001 の意図する成果は次のとおりです。

１. 労働者の労働に関係する負傷および疾病を防止
すること

２. 安全で健康的な職場を提供すること

規格の構成は、ISO9001/14001 と共通であり、他のシ
ステムとの統合も比較的容易な構造になっています。
詳細につきましては、明確になり次第、お知らせいた
します。

国

年６月末の時点で、４割のお客様が移行を完了
されています。

移行期限は 2018 年 9 月 14 日ですが、お客様には余
裕をもって、2018 年 6 月迄に移行審査を受審してい
ただくことをお薦めしております。なお移行審査は、
基本的に定期審査（サーベイランス／再認証審査）に
合わせて、実施させていただいております。

【規格改正と移行審査の関するお問い合わせ】

本

限会社オフィスタグ様（MSA-IS-7：静岡県駿東
郡長泉町）は、2017年 7月の認証決定会議で

ISMSクラウドセキュリティ認証（ISO/IEC 27017）の
第１号として認証が決定されました。オフィスタグ様
は地元経済界を中心に情報化に貢献されています。お
客様のサイト構築支援として行うクラウドレンタル
サーバ事業について、認証を取得されたものです。
MSA では、今後も、積極的に ISMS クラウドセキュリ
ティ認証に取り組んでいきます。皆様からのご用命を
お待ちしております。

有
ISMSクラウドセキュリティ認証を開始

ISO 45001の動向

ISO 9001/14001改正規格への移行はあと1年

ご連絡担当者様等の人事変更や対象人数のご変更は、WEBからもお手続きができます。ぜひご活用ください。
MSA ホームページ  ▶お客様のページ ▶登録事項変更通知書（人事変更連絡用）

【登録事項に関するお問い合わせ】 Tel：03-3456-6374  E-Mail：tourokubu@msac.co.jp

開催日 開催地 会場 定員
2017 年 8 月 30 日 東京⑤ MSA 本社 50

2017 年 9 月 6日 大阪⑥ MSA 関西支社 20

2017 年 9 月 22 日 東京⑥ MSA 本社 50

2017 年 10 月 6日 名古屋② オフイスパーク名駅プレミアホール 30

ISO9001/14001 規格改正 移行プロセス説明会

・本説明会は、2016 年度に実施した内容と同じです。（参加受講料：無料）
・お申し込みは、弊社ホームページの「セミナー・イベント」お申込みフォー
ムより、 お願いいたします。

開催中

有限会社 オフィスタグ
代表取締役　　　　　池田 好子 様（写真右）
弊社代表取締役社長　藤井信二

Tel:03-3456-6370  Email:ikou@msac.co.jp


